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２０１３年５月２１日

ジャカルタ ジャパン クラブ

会 員 各 位

ジャカルタ ジャパン クラブ

邦人安全対策連絡協議会

本協議会から、最近の治安状況等についてお知らせいたします。会員各位ならびにご家族、また関

係のご出張者におかれましては治安状況等に十分ご留意いただき、掲載の事件・事故と同様の被害

に遭われないよう十分ご注意、ご周知ください。

＊ＪＪＣ邦人安全対策連絡協議会 ＴＥＬ：３１５－０４１８

ＦＡＸ：３１９２－５９０２

＊在インドネシア日本国大使館 ＴＥＬ：３１９２－４３０８

１．最近の政治・治安情勢

・テロリストの掃討作戦

5 月 8 日（水）～10 日（金）、ジャカルタ近郊や西ジャワ州といった 5 つの地域で 3 日間にわたり、

国家警察テロ対策特別捜査隊（通称：Ｄｅｎｓｕｓ88）が大規模なテロ掃討作戦を実施した。テレ

ビでも生中継されたため、ご覧になられた方もいると思うが、作戦実行の最中、一部のテロ容疑者

はアジトに立てこもり、警察との間で銃撃戦を展開した。今回の作戦は、ジャカルタ、バンドン、

チプタット、クンダル、ランプンといった広範な地域で実施され、7 人が射殺、13 人が逮捕された

結果となった。今回の対象となった組織は、その全員が同一の組織に属しているかは不明だが、射

殺された 7 人の内の 1 人であるアブ・ロバンを中心人物とする組織であると報じられている。この

組織は、現在、テロが最も頻繁に発生している中部スラウェシ州ポソのテロ組織へのテロ資金供給

を目的として、これまでに各地のＢＲＩ（バンク・ラキヤット・インドネシア）を中心としたいく

つかの銀行で強盗を行ってきたと報じられている。また、その背後関係等については、これから捜

査を待たなければならないが、捕り逃した残党もおり、資金の供給先であるとされるポソのテロ組

織も掃討されたわけではないので、今回の掃討作戦への報復が懸念される。テロ組織の中では、ジ

ハードのために異教徒から金を奪うことを正当化する考えがあるようで、それに基づき強盗が行わ

れる可能性もあり、これに関しても注意が必要である。

・ミャンマー大使館のテロ未遂事件

5 月 3 日（金）、プルマンホテルの裏側に位置するミャンマー大使館において、テロ未遂事件が発生

した。犯人 2 人はミャンマー大使館へ爆弾投てきを計画していたところ、治安当局により未然に阻

止され、同人、およびその家族が検挙されたほか、1 人は逃亡した。目的は、ミャンマー政府によ

る同国のイスラム系民族のロヒンギャ族への迫害に対し、同胞たるイスラム教徒として抗議するこ

とである。なお、この未遂事件の後も、イスラム強硬派勢力がミャンマー大使館前でデモを行うな

どの動きがあり、また、ロヒンギャ族問題そのものも解決にはほど遠いため、今後もミャンマー大
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使館やその他ミャンマー権益に対する攻撃が続くものと予想されるため、今後も注意が必要である。

２．邦人に関わる最近の事件・事故報告

今月は、メーデーに関するデモ等が発生したが、邦人が関わる事件・事故の報告は特になし。トラ

ンス・ジャカルタの横断歩道橋における強盗・恐喝事件が発生しているため、ご注意いただきたい。

一般的に、横断歩道橋は犯罪が行われる危険性が高い場所であり、以前にも本協議会においてサリ

ナ・デパート前の歩道橋における強盗・恐喝事件について報告しているが、最近、ミッド・プラザ

前のスティア・ブディの歩道橋でも恐喝事案が発生している。犯行の手口は、歩道橋上で、3～4 人

組の集団が前後から取り囲み、金品を奪うというものである。幸いにも、現在までに邦人が身体に

危害を被った報告はないが、金品を奪われる被害にあったとの情報も寄せられている。場所や時間

帯を問わず発生するため、徒歩で外出する場合にはご注意いただきたい。万一、犯罪に遭遇した場

合は、抵抗することはせずに、生命・身体の保護を最優先としていただきたい。

３．その他（大使館より）

安全に関する事項

ＪＪＣと共に毎年作成している「インドネシアで安全に暮らすために」の最新版を机上配付させて

いただいた。大使館ホームページにも掲載しているので、各企業内でも周知していただきたい。

http://www.id.emb-japan.go.jp/anzen2013_A4.pdf

インドネシア国外の事案だが、4 月 16 日（火）、ボストンのマラソン大会において爆弾テロが発生

した。ジャカルタ市内でも、毎週日曜日にはスディルマン通りがカーフリーデーとなり、イベント

が行われたり、10 月には大規模なマラソン大会が予定されている。このような大会に参加する際に

は、どのルートを走行するかを家族や会社に事前に連絡するとともに、緊急時に連絡がとれるよう、

携帯電話等を所持するなど、留意いただきたい。また、走行中などに事件が起きた場合、および不

審物を発見した場合には、速やかにその場から離れるなど、安全に注意を払いながら参加するよう

にしていただきたい。

また、「大使館からのお知らせ」でもご案内しているが、パスポートの残存有効期間についてご連絡

させていただく。当国への入国には、パスポートの 6 ヶ月以上の残存有効期間が必要とされており、

実際に、短期滞在のために入国しようとした邦人が入国を拒否された事例も発生している。したが

い、国外に出る際は、パスポートの残存有効期限を確認いただきたい。パスポートの切替時期につ

いて、ＫＩＴＡＳを所持する長期滞在の方は、1 年半を切った段階でＫＩＴＡＳ更新を理由として、

切替えが可能である。それ以外の短期滞在の方は、残存有効期間が１年未満となった段階で切替え

が可能となる。なお、非ＩＣ旅券（ＩＣチップの入っていない古いタイプの旅券）は、いつでも切

替え発給が可能である。また、パスポートの管理に関して盗難による紛失以外でも、空港で使用し

た後、不注意で紛失することがあり得る。パスポート使用後は、入国印がしっかり押されているか

を確認の上、しっかり所持を確認していただきたい。
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３．各企業からの報告・質疑応答

（意見）

本協議会は過去 20 年以上にわたって継続している意義の大きな会合である。過去を振り返ると、

1998 年のアジア経済危機、およびインドネシアでの暴動、2003 年前後のバリ爆弾事件、ジャカル

タのリッツ・カールトン、および豪州大使館に対するテロ事件、さらには、2006 年の鳥インフルエ

ンザ大流行等が起きたが、時代の節々で邦人の安全に関する重要な情報を提供してきた。今後１年

間は、総選挙・大統領選挙に向けて各方面で動きが出てきているが、安全に関する情報等が入った

際には、本協議会を通して事前に情報を共有し、在留邦人の安全に役立てていければと考える。

（質問）

じゃかるた新聞やジャカルタ・ポスト等で、インドネシア国内での宗教対立に関する記事が掲載さ

れている。主な発生場所として、ジャカルタ周辺ではボゴールやデポック、ブカシといった地区は

よく聞くが、他方で、ジャカルタ市内における事案はあまり耳にしたことがない。ジャカルタにお

ける宗教対立について情報があれば共有願いたい。

（回答：大使館）

ジャカルタ市内において宗教対立等は特段確認されていない。補足があれば次回報告させていただ

く。

（補足意見）

ジャカルタ市内における事案は耳にしないが、少数宗派アフマディア等を巡る対立があり、ブカシ

や西ジャワ州、マドゥラにおいて集中して発生しているようである。その他、スハルト政権時代に

は、ジャワ島やバリ島から他島への移住政策が実施された関係で、南スマトラのランプンや、南カ

リマンタン、アンボンといった地域で、現在も移住者と原住民による部族間のいざこざが発生して

いる。

（質問）

毎月、犯罪に関する資料を提供していただいているが、インドネシア国内における犯罪の傾向とし

て、増加傾向にあるのか、あるいは減少傾向にあるのか、目立った動きがあれば教えていただきた

い。

（回答：大使館）

犯罪の発生件数に関しては、国家警察が犯罪に関する統計を発表しているが、データの数字から直

接的に犯罪の増加・減少の傾向を評価するのは難しいといえる。報道を見る限り、最近では、拳銃

等の凶器を使用した凶悪犯罪事件が連日のように発生しており、また、先ほど報告したとおり、軽

犯罪も頻繁に発生していることから、私が実感する限りでは犯罪発生状況はむしろ悪化していると

思われる。特に、邦人が絡みやすいケースとしては 使用人や出入業者を巡ったトラブルが挙げら

れる。また、市内の移動はタクシーか自家用車に頼ることが多いと思うが、移動中に事件に巻き込
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まれるケースも多いといえる。タクシーについては、タクシーの運転手と結託した犯罪集団、ある

いは運転手を装った者による客に対する金品強奪事件、また、自家用車についてはパンク強盗等の

事案が頻繁に発生している。これらについては、実際に邦人からの被害報告も寄せられている。な

お、犯人は最初から凶器をつきつけてくるケースと、抵抗し始めた段階で凶器を出してくるケース

がある。年齢性別等の外見のみで判断せず、常に犯人は凶器を所持しているとの危機感を持って生

活していただきたい。

（意見・報告）

私は本協議の第一回開催から参加しているが、発足当初は3ヶ月に1回程度の開催であったものの、

事件・事故等が毎月発生している状況に鑑みて、報告事項があってもなくても毎月 1 回の開催とす

べきと提案したところ賛成を得たため、現在のように毎月開催することとなった。回数は力なりと

いうことで、本協議会は今後とも継続していければと思う。また、私がジャカルタで生活するにあ

たり一番大事だと感じていることは、身の安全であり、第二に健康、三と四で異文化への対応であ

り、仕事は五番目と思っている。

近年、日本の各県から知事を中心に県の代表団がインドネシアを訪問しているが、先月、愛媛県知

事がインドネシアに訪問した際に発生した事案を紹介したい。4 月 9 日（火）、愛媛県代表団（約 30

人）が、午後 3 時半ジャカルタに到着し、空港のブンガワン・ソロ・カフェ前にて集合した。その

際、代表団のうち一人が自分の荷物とジャケットを荷物運搬用カートの上に乗せ、他の団員に見張

っているよう頼んだ上でトイレに行き、戻ってきた時にはジャケットが無くなっていた。見張りを

頼まれた団員も、インドネシアの犯罪事情について熟知しておらず、大人数で集合していたため油

断した模様。ジャケットと共にパスポート、現金 16 万円、携帯電話、クレジットカード、保険証等

が盗まれた結果となった。被害者は、領事部にて渡航書を発給してもらい帰国し、その後、小型防

犯カメラの映像を元に犯人は発見され逮捕されたが、現金とパスポートを含む一切の所持品は戻ら

なかった。今後、地方自治体等のミッションがインドネシアに訪問してくる際には、特にご注意い

ただきたい。

（質問）

新型インフルエンザについて、最新の情報等が入っていればご報告願いたい。

（回答）

H7N9 型ウィルスの感染の中心地は上海を始めとした中国で、昨日の時点で死亡者は 35 人、感染者

数は、カウントの仕方の違いから報道によって若干の誤差はあるが、約 130 数名である。中国政府

は、当初は毎日のように最新状況を発表していたが、数年前のようなパンデミックに発展する可能

性は少ないと判断し、1 週間ごとの発表に頻度を落としていた。さらに先週から、中国政府は関係

機関に対していつでも対応できるように情報収集を行い、警戒を維持するよう指示しつつも、通常

の防護対応に警戒態勢のレベルを落とすこととした。このような事情からは、中国政府は「状況は

沈静化に向かっている」もしくは「少なくとも拡大には向かっていない」と判断をしているものと

伺える。なお、日本も同ウィルスの拡大を想定して対策を前倒しで進めているが、現在までに中国
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と台湾以外での H7N9 型の発症事例はない。また、インドネシア政府も中国に対して入国制限等の

措置はとっていない。鳥インフルエンザについては、以前にも本協議会で報告したことがあり、ま

た、前述の「インドネシアで安全に暮らすために」にも記載してあるが、手洗いうがい、鳥に近づ

かない等の対策をとっていただきたい。

（意見）

私は約 16 年間にわたり本協議会に参加している。1986 年～93 年までジャカルタにいたが、当時は

インドネシアが経済成長を始める時期であると同時に、日本のバブルの影響を受け始めた時期であ

り、インドネシア社会は非常に良い状態であった。そのような時代も経験しているので、何か在留

邦人の安全に対して役に立てればと思っている。自分が肌で感じる限りでは、テロ情勢は沈静化し

てきていると思うが、一方で、スリ等の軽犯罪は相当増えているように感じる。

（意見）

前回までは東ジャワ日本人会の代表として出席させていただいていたが、ジャカルタに移動した。

東ジャワ地方には多くの知人がいるので、同地方に関連する情報が必要であれば、可能な限りで情

報収集等に引き続き協力をさせていただくので、お尋ねいただきたい。

（意見）バンドン日本人会

今回初めて出席させていただくが、本協議会で得た情報はバンドンにおける在留邦人で共有し、も

って同地区の在留邦人がより安全に暮らせるように努めたいと考える。

（報告）ＪＪＳ

生徒数 1,075 人で新年度を迎えた。前年度から 5 学級の増加で、特に、小 2 の転入生が非常に多く

現在は 35 人学級であるが、2 学期には 40 人学級まで拡大することが見込まれる。総生徒数では、

この 2 年間で 270 人増加しているが、これはジャカルタが安全と感じられていることが一因である

と考える。教員数確保等の課題もあるが、今後とも尽力していきたい。

（報告）ＪＪＣ

歩道橋におけるスリや強盗の話が出たが、私自身がサリナ・デパート前の歩道橋でひったくり未遂

に遭ってしまったので、今後は注意したい。

なお、ＪＪＣでは 6 月 13 日・20 日・27 日に、新規駐在員、およびその家族を対象に、医療事情オ

リエンテーションを実施し、当地の安全や健康事情について説明を行う。ＪＪＣ医療相談室の原先

生を講師としてお迎えし、同じ内容のものをＪＪＣの会議室で 2 回と、ＥＪＩＰの会議室で１回ご

講演いただく。内容は、健康に暮らすための留意点や、保険についても触れさせていただく予定で

ある。関連業界の関係者の知見等もお借りできればと考えている。

また、9 月 15（日）～17 日（火）、海外邦人医療財団（ＪＯＭＦ）と共催で海外専門医療相談を開

催について、今回は小児発達及び心療内科（メンタル・ヘルス）の分野の第一人者にお越し頂く予
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定である。小児発達はこれまでに 5 回程度開催しており、じゃかるた新聞でもコラムをお持ちの広

瀬先生に２日間の個別相談を行っていただく。もう１日は日本人学校で講演会、もしくは教員との

相談会等を行う予定である。心療内科については、シンガポールの日本人医療相談室から日暮先生

にお越し頂く予定である。心療内科分野の話を聞く機会は非常に限られているため、是非この機会

を活用していただきたい。

なお、先般の医療委員会で議論になったが、新型インフルエンザが中国で拡大している状況にあり、

事業継続計画（ＢＣＰ）の観点から、医療品の備蓄も含めて改めて連絡させていただく必要がある

と認識している。昨年 10 月の協議会において、タミフル、リレンザの購入方法について、Roche

Indonesia や Glaxo Smith Kline といった業者の連絡先等についても公表されたと伺っているが、

新年度に入り新しく赴任された方もいるので、医療事情オリエンテーションの場を通じて再度アナ

ウンスすることを考えている。

（大使館）

さきほど「安全と健康が大事」とのお話が出たが、海外での日々の業務においてモチベーションを

保つための方法として、私自身としては、数ヶ月先の休暇における旅行の計画をたてることを心掛

けている。また、大使館として、在留邦人の生命・身体・財産の保護は最重要事項の 1 つと考えて

いるところ、本会議の毎月 1 回開催を今後とも継続し、できる限りの支援をしたいと考えている。

もし情報・提案等があれば、できる限り対応していきたいと考えているので、積極的にご発言いた

だければと思う。

次回、海外邦人安全対策連絡協議会は、2013 年 6 月 11 日（火）午前 11 時から。
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