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２０１３年７月１６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．大使館

昨日（7 月 8 日）、インドネシア政府は 7 月 10 日（水）からラマダン（断食月）が始まると発

表した。前回の会合で申し上げたとおり、ラマダン期間からレバラン（断食明け大祭）にかけて

は盗難等の犯罪事件が増加する時期であり、実際にそのような報告を数件受けているところ、特

段の注意を払うようにしていただきたい。薬物関係の事案が頻繁に発生しており、これまでに邦

人が直接巻き込まれた報告は受けていないが、注意を払う必要がある。実際に発生した事案には、

見知らぬ人から実体が何かがわからないまま薬物を渡されて、事件に巻き込まれるというものが

ある。また、空港において麻薬の密輸が阻止される事例も多数報告されている。

７月１日（月）、国家警察創設 67 周年記念式典が開催され、ユドヨノ大統領を始め、ブディオ

ノ副大統領やジョコ・ウィドド・ジャカルタ特別州知事らの要人が出席した。興味深い点として

は、式典の中でユドヨノ大統領が今後の活動に関する訓示を行った際、2014年総選挙・大統領選

挙を安全裏に実施することを目標として挙げていた。過去 2004 年と 2009 年において、爆発テロ

事件等の混乱が発生したことを背景として、今回の選挙においても混乱が生じる恐れがあるとの

認識に基づくものと思われる。イスラム過激派等による不穏な動きもあるため、これについても

十分に注意を払う必要がある。

2．最近の政治・治安情勢

（1）政治動向

この 1 ヶ月における最大の政治的動きとして、6 月 17 日（月）、補正予算可決に伴い補助金付

燃料価格の引き上げが実施された。価格の引上げは 6月 22日午前０時をもって開始され、レギュ

ラーガソリンは１リットルあたり 2,000 ルピア（44％）、軽油は 1 リットルあたり 1,000 ルピア

（22％）引き上げられた。また、その対価として政府は総額 29.4兆ルピアの予算を組んで貧困層

支援政策を実施することとしている。これに伴い、6 月 21 日（金）～22 日（土）、燃料価格引き

上げが行われ、ジャカルタ周辺地域を含む国内各地で、燃料価格値上げ等に対する抗議デモが発

生し、値上げ直前にはガソリンスタンドに長蛇の列ができた。デモは数日間にわたって継続的に
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発生したものの、大多数が中規模、または小規模なものであり、当初懸念されていたほどの混乱

には発生せず、デモは収束に向かっている。

（2）治安情勢

前回の会合の際に、ポソにおける自爆テロ事件について紹介したが、その後は特に大きな動き

は発生していない。しかし、イスラム過激派にとり聖なる月であるラマダン期間中におけるジハ

ード（我々からするとテロにあたる行為も含む）は、平時におけるジハードと比べて、より賞賛

されるべき善行であると理解されており、テロについても一層の注意が必要である。

3．邦人に関わる最近の事件・事故報告

（1）ラマダンからレバランにかけて、金銭目的の犯罪が増加する傾向にあるためご注意願いたい。

また、ディスコやナイトクラブの営業に規制がかかり、違法営業している店は警察による取り締

まりやイスラム過激派による攻撃の対象になりやすく、さらには、薬物犯罪が発生しやすい場所

でもあるため、利用には特段の注意が必要である。

（2）７月初旬、深夜に在留邦人がタクシー強盗の被害にあっている。被害者は北ジャカルタの娯

楽施設から帰宅する際、同施設の警備員にタクシーの手配を依頼しタクシーに乗り込んだが、被

害者が告げた目的地とは違う場所に連れて行かれた。その後、警察を名乗る男 2 人にタクシーを

停車させられ、所持していた凶器で脅された上で現金を奪われた。被害者は犯人の要求に応じて

金銭を渡したため、命が奪われることはなかったが、さらにＡＴＭで現金を引き出すよう強要さ

れその後、放置された。深夜から明朝にかけては同様の事件が発生する可能性が高く、信頼でき

るタクシー会社に直接配車を依頼して利用するよう心がけるなど、特段の配慮をするようにして

いただきたい。

（2）警察が広報として、ラマダンからレバランにかけての犯罪に関する 5つの注意喚起を行って

いる。一義的にはインドネシア人向けのものであるが、邦人にも関わる内容であるため、紹介さ

せていただく。第一に、銀行で現金を引き下ろした直後の強盗被害が多発する。事件の多くは、

自分の会社の従業員に対して給料・賞与を現金で支払おうとして、大金を引き出そうとした雇用

主を狙ったものである。具体的な手口としては、現金を引き下ろした後、その現金を積んだ車に

対して幅寄せしたり、あるいは、助けを求めるふりをして車を停車させた上で、刃物や拳銃で脅

して現金を奪うといったものがある。第 2 に、留守宅を狙った空き巣についてである。レバラン

期間中は、インドネシア人の多くは帰省するため、空き巣事件が増加する。これに関連して、使

用人を雇っている邦人の方で、使用人がレバラン時に帰省する場合、住居の警戒が手薄になるこ

とが考えられるため、十分に注意願いたい。第 3に、睡眠薬を使用した強盗事案についてである。

想定させる手口としては、バス等の公共交通機関を利用して帰省する者を標的とし、公共交通機

関の待ち時間に話しかけ、話が盛り上がったところで睡眠薬を混入された飲み物を与え、眠りに

落ちた段階で金品を奪うというものがある。過去に、旅行者が外国人に飲み物を勧められ、眠っ

ている間に金品を奪われる事案が報告されている。第 4 に、ＡＴＭを利用したカードハッキング

詐欺についてである。具体的な手口としては、標的となる人物に対し、何らかの理由を付けて口

座に送金をしたのでＡＴＭで確認するようになどと連絡し、標的がＡＴＭにカードを差し込んだ

際に何らかの手段でカード情報をハッキングするというものである。第 5 に、ひったくりについ

て、通常、バス停やモール等の人で賑わう場所で発生するが、レバラン期間中は、このような場
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所では所持品の管理に十分していただきたい。

4．質疑応答、各社（団体）からの報告等

（質問）

今般、憲法裁判所において、酒類の販売を地方政府が禁止することのできる権限を停止する、

とした大統領令を「無効」とする違憲判決が出たと聞いている。それに関連して、過去にクマン

やブロックＭのカラオケやバーが襲われる事案があったが、今年もラマダンに入るタイミングで

そのような事案が惹起されないかということを懸念している。何か情報があれば提供願いたい。

また、各地方自治体が、ラマダン期間中の娯楽施設の営業に対して各々の規制を行っており、ジ

ャカルタ周辺地域やスラバヤでもそれぞれ異なった規則が定められていると承知しておるが、こ

れら各地の規制を網羅的にまとめた情報を持っていれば、お客や最近インドネシアに赴任してき

た職員に共有する観点からも、提供願いたい。

（回答）

すでに報じられているとおり、今般、酒類が販売可能な場所について定めた大統領が廃止され

た。それに基づく一般的な動向については、確認した上で報告させていただく。娯楽施設の営業

規制に関する網羅的な情報はない。実際、スラバヤでは身分証明書の原本の提示を義務づけられ

ているなど、各地で規制は少しずつ異なっているのが現状であり、当地であれば、先日「大使館

からのお知らせ」で通知させていただいたことを周知していただきたい。周囲に注意喚起を行う

際にも、この通知をベースに行っていただきたい。イスラム強硬派が、酒類を提供する店や娯楽

施設への襲撃を計画しているとの情報には現時点では特に接していない。他方、国家警察幹部も、

娯楽施設に対するスウィーピング等の嫌がらせ行為は厳格に取り締まると発表しているなど、警

察側も一定の配慮を行うものと見られる。

（報告）

先週、プルマンホテルに宿泊する出張者が夜間に散歩をしていたところ、バス停付近で左右か

ら挟まれて強盗被害にあった。具体的には、左側から財布を狙わせたのを防ごうとしたところ右

側からぶつかられ、右ポケットに入っていた数万円相当のスマートフォンを盗まれた。本件につ

いて自社の役員に報告したところ、１週間ほど前にも社員が同種の被害を受けており、1,2 週間

の間に 2 件立て続けに盗難事件が起きたことがわかった。このような背景もあり、本社からの出

張者には安全に関して十分な注意喚起を行うようにしている。レバラン時期は、この手の犯罪が

増え、イスラム強硬派はお酒等に対して神経質な動きをするなど、ある意味で一番危険なシーズ

ンであり、特にカラオケ店等の多い地区へ行く際には注意が必要である。

（意見）

徒歩で外出する際には、必要以上な現金をもたない、スマートフォンも含めた高価な物を持ち

歩かないようにするといった対策が必要と考える。また、娯楽施設を利用する際も、あまり夜遅

くならないよう励行していく必要がある。
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（質問）

デモを規制する法律について報道されているが、かかる法律について何か決定がなされたのか、

施行させたのかといった情報を持っていれば提供いただきたい。

（回答）

今般、労働デモのみを対象とした法律ではないが、社会団体について規定する「社会団体法」

が国会で可決された。今後、同法律は、国会の承認から 30日以内に大統領が署名を行い正式に法

律として成立するが、各団体が憲法裁判所に対して同法の違憲審査請求を行う姿勢を示している。

デモに関連する規定としては、社会団体による公の秩序や安全を脅かす行動等を禁止している。

また、かかる規定違反に対して、政府は、警告状の提示を行い、3 度の警告状によっても改善さ

れない場合には活動停止措置、更には司法機関の判決を経た上で、解散措置を下す権限が付与さ

れる。

（報告）

例年ラマダンの時期は、出張者が入国管理官に文句を付けられ、トラブルとなるケースが増え

る傾向にある。今年に関しては、実際には出入国管理官の要求に応じてやり過ごす人もいるため、

全てのケースを把握できている訳ではないが、現在までのところ、このような事案が増加してい

るといった話はないものの、引き続き発生しているため注意願いたい。また、昨今、出入国カー

ドを紛失した出張者が、出国の際に入国管理官との間でトラブルが生じる事案が増えている。出

張者に対して、出入国カードを紛失しないように注意喚起していただきたい。

（意見）

空港におけるトラブルに関して、理不尽な事案があれば、大使館からも当局に対して申し入れ

を行うので、当館まで連絡願いたい。

（報告：ＪＪＣ）

ＪＪＣではＳＭＳの緊急連絡網を定期的にアップデートしているが、ラマダンに入るタイミン

グで、同連絡網を通じてイスラム教徒に対する配慮及び安全に関する注意喚起を行う予定である。

6月 1日（土）、ブカシの工業団地において燃料価格の値上げにかかる抗議デモが発生した。本

来であれば地方公共団体に対して抗議されてしかるべきものだが、敷地内で道路が封鎖され、こ

れに伴い各工業団地における生産活動に大きな障害が生じた。また、かかる動きは他の工業団地

でも発生しているが、ＪＪＣでは日系工業団地代表との非公式な懇談会を開き、事実関係に関す

る情報収集を行うことを検討している。状況があまりに目にあまるということであれば、昨年の

7 月以来となる警察当局との対話の実施も検討している。本件については、先日のオールジャパ

ン会議の際に、本岡理事長からも報告している。なお、ＪＪＣクラブハウスのレバラン休館日は、

8月 6日（火）から 13日（火）までの予定である。

（大使館）

労働問題ついては、当局への申し入れも含めて、大使館でもフォローアップを行っていきたい。
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（意見）

工業団地の事案については、警察も油断しており十分に対応できなかったと一般的にいわれて

いる。現場から様々な報告を受けたが、聞くところによると、工業団地に入居しているテナント

会社の問題に関して、外部団体が火に油を注いでいるという状況であった。なお、本件では、デ

モ団体が敷地に踏み込んだ段階で警察は催涙弾による対応が見られるなど、特にカラワン地区で

は徐々に警察による対応の体制が整備されはじめたようであり、少し安心できる状況になったよ

うに感じられる。

５．その他（大使館）

現在、当館では参議院議員選挙の在外投票を受け付けている。出席者の皆様を始め、各企業の

社員及び家族の方で、在外選挙人登録証をお持ちの方は、投票をお願いしたい。

ラマダン時期に入ったが、イスラム教徒にとっては厳粛な月であるという認識を持ち、特段の

配慮を行う必要がある。なお、当館は 8 月 6 日（火）～9 日（金）はレバランのため休館となる

が、緊急体制をとり、休暇中であっても対応できるようにするので、緊急の際には携帯電話等で

連絡いただきたい。

次回、海外法人安全対策連絡協議会は、２０１３年８月２０日（火）午前１１時から。

安全に関する参考情報

（現地報道ぶり２０１３年６月）

１． 強盗事件

・１日未明、タンゲラン所在の商店に４人組の強盗団が押し入り、店員を取り押さえて刃物で脅し、物品

及び店員の携帯電話を奪って逃走した。事件当時、商店入口付近は警備員により監視されていたが、犯行

グループは塀を乗り越えてドアを破って店内に侵入した。なお、犯行に際し、被害者は刃物で刺され、軽

傷を負った。

・クラパ・ガディン地区のホテルにおいて、２４歳の女子大生が、男性と商品の取引をしていたが、部屋

に連れ込まれ、ベッドで暴行をうけた後、数億ルピア及び商品を奪われた。

・チカランの高速入口付近で、食用油を積んだコンテナ・トラックが、小型バスで接近してきた５人組の

強盗団に襲撃され、トラックごと強奪された。事件当時、トラックの運転手及び助手は休憩のためにトラ

ックを停車されていたところを強盗団に襲撃され、手足を縛られて口を塞がれた上で、人目のつかないと

ころでトラックから降ろされた。被害者の身体・生命に別状はなかった。

２．誘拐事件

１１日、プンチャック（ボゴール）において、１６人の犯行グループにより身代金目的で８人が誘拐さ

れる事件が発生した。犯行グループは被害者らを１週間拘禁した後、その家族らに身代金約３千万ルピ

アを要求したが、警察に取り押さえられ、被害者らは無事に解放された。
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３．密輸・麻薬関係

・２３日、メダンの空港において、シティー・リンク航空乗客の一人が、ジャカルタに覚せい剤４キロを

密輸しようとしていたところ、空港職員により発見され逮捕された。

・２１日夕方、中央ジャカルタ・クマヨラン地区の某下宿（Ｋｏｓ）において、麻薬を服用していた法務

人権省職員１人を含む５人が、警察当局により現行犯逮捕された。現場からは大麻２．８グラムが押収

された。

（なお、報告されている麻薬服用・取引事件２０件の発生地内訳は：中央ジャカルタ４件、北ジャカルタ

３件、西ジャカルタ３件、南ジャカルタ３件、東ジャカルタ１件、バンテン１件、デポック１件、ボゴ

ール１件、プルワカルタ１件、東部ジャワ１件、ランプン１件）

４．強姦事件

１１日夜、タンゲランのホテルにおいて、１５歳の女性が、フェイスブックを通じて知り合った２６歳

の男性に部屋に連れ込まれて強姦される事件が起きた。犯人は被害者の被害届により特定され、逮捕され

た。

５．住民同氏による衝突

５日、メンテン地区のカリ・パシール通りにおいて、二組の集団の間で衝突が起こり、そのうち１人が凶

器で腹部等数カ所を刺されて重傷を負った。なお、衝突は、飲酒により酔っぱらった集団（Ａ）がもう片

方の集団（Ｂ）に金銭の恐喝を行ったところ、Ｂ側が２万ルピアしか差し出さなかったことにＡ側が憤慨

したため生じた。

６．報告されている犯罪件数

2013 年 5 月 2013 年６月

強盗 44 23

誘拐 1 1

殺人 30 13

密輸 4 1

麻薬 28 20

※各犯罪ともに報告件数が減少しているが、その要因の一つとして、燃料価格引き上げ及び社会団体法に

対する抗議デモが国内各地で行われた際に、治安当局の警戒体制が高まり、犯罪が抑止されたことが考え

られる。

*報告されている強盗事件の発生場所：

中央ジャカルタ 1，東ジャカルタ 3,

北ジャカルタ 3，西ジャカルタ 2，南ジャカルタ 2，

バンテン 4，デポック 1、ボゴール 1、

中部ジャワ 3、西ジャワ 2、ランプン 1、


