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２０１３年８月２９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

ラマダン、レバラン期間に幾つか事件・事故はあったがようだが、当館への深刻な被害につい

ての報告はなかった。その意味で、皆さまに日頃からのご協力、ご注意に感謝申しあげる。

一点、ジャムズネット（ＪＡＭＳＮＥＴ）というネットワークについてご紹介したい。このネ

ットワークは、米国での同時多発テロ事件後にニューヨークの日系人会、日本人医師会、ＮＰＯ、

総領事館、日系企業など様々な団体により設立され、海外在住の邦人への医療相談や支援をして

いる。医療のみならず生活面での不安などにも、ボランティアで活動している専門家からアドバ

イスをいただけるそうで、東京にはジャムズネット東京があるが、今般、アジアにもジャムズネ

ット・アジアが設立されることになった。今週末、バンコクで設立総会ならびに今後の活動につ

いての説明が行われる。当館の馬場医務官も本会合に参加するので、次回の協議会でその内容に

ついて説明させていただく。我々にとっても大変有意義であり、対処困難な問題が出た時に専門

的なアドバイスを求めるなどで活用しうると思う。企業で勤務する方、個人で在留しておられる

方、皆様にとって役立つ画期的な組織が作られることになる。

2．最近の政治・治安情勢

前回の協議会以降の注意を要する治安関連の事件を幾つかご紹介する。第一に、7 月 11 日（木）、

メダンの刑務所において大規模な暴動が発生した。収容者のうち 200 人強が逃走し、そのうち

約 100 人は現在も逃走中であり、更にその中に 4 名のテロリストも含まれているとの情報があ

るので、注意が必要である。暴動の原因としては、本来の定員を大幅に超える過剰収容の状態が

慢性的に続いていたことがあげられる。関連性は定かでないが、この刑務所での暴動発生後、各

地の刑務所、拘置所で暴動や収容者の脱走という事案が続いている。これは法治国家の根幹に関

わる事態と考えられるが、引き続き注視していく必要がある。

第二に、レバランに入る直前に、西ジャカルタの仏教施設で爆弾爆発事件が発生した。爆発の威

力は低かったものの３名が軽傷を負った。犯人は未だ検挙されていないため真相は捜査を待たな

ければならないが、５月に発生した当地ミャンマー大使館に対する爆弾投てき未遂事件と同様に、

ミャンマー政府によるロヒンジャ族（同国におけるイスラム系民族）への迫害に対する抗議を目
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的としたを背景としつつ、当該抗議活動の対象が、ミャンマー政府を越えて仏教施設全般（ミャ

ンマーは仏教国）に広がったとの見方もある。仏教施設がテロリストのターゲットになることは

危惧すべきであり、仏教施設への攻撃が拡大しないことが望まれる。

第三に、レバラン前後に、南タンゲランで警察官がバイクに乗った男に射殺される事案が 3 件発

生した。直近では、8 月 16 日（金）に同種の事件が発生し、現在までの犠牲者は計 4 名となっ

ている。この事案については関連する被疑者が逮捕されたという報道もあるが、主犯格はまだ逮

捕されておらず動機は不明だが、イスラム過激派による犯行の可能性が指摘されている。警察官

がターゲットにされることは、最近のイスラム過激派によるテロの顕著な傾向であるが、南タン

ゲランというジャカルタから近い場所で発生しているため、国家警察には早期の検挙を期待した

い。

3．邦人に関わる最近の事件・事故報告

7月 13日（土）、スンダ海峡において、ダイビングツアーの参加者を乗せた観光用小型船が悪天

候により沈没する海難事故が発生した。沈没した船には乗客乗員計 23 人が乗船しており、その

中には邦人客 6名が含まれていた。沈没当時、邦人 6名は一時的に行方不明となり、当館職員も

身元確認にあたったが、幸いにも付近を通行した船に救助された。過去にはバスで旅行中の邦人

女性が死亡する事故が発生している等、旅行の際には十分な注意が必要である。各企業におかれ

ては、長期休暇の際には、社員の旅行先や予定等の把握を行っていただきたい。当館からも常日

頃より在留届の提出をお願いし、万が一の時のために会社の名前と電話番号の提供をお願いして

いるが、もう一歩踏み込んで各社の現地スタッフの名前や緊急時連絡先の情報も提供いただけれ

ば、休日であっても連絡が可能となる。より良い連絡体制を構築していくために、皆さまでで何

か連絡方法についてお気づきの点などあれば、積極的にご教示いただきたい。

もう一点、先月の協議会でタクシー強盗に関する注意喚起をしたが、警察官を名乗る者による恐

喝事件についてご紹介する。警察官を名乗る者がタクシーあるいは自家用車で停止し、身分証明

書の提示を求め、所持していない場合には罰金の名目で現金を要求する事案が 7月上旬以降複数

件発生している。邦人から同様の事案に遭遇したとの報告が当館にもよせられているところ、7

月中旬にジャカルタ警視庁に対し、事案の説明と再発の防止を含めた申し入れを行った。その後、

同様の事案の発生に関する連絡は受けていないが、来年度もラマダン、レバランの時期が近付く

と同種の事件が発生する可能性が十分考えられるので、ご注意いただきたい。中には犯人が拳銃

等を所持しているケースもあるため、万が一このような事案に遭遇した場合は抵抗することなく、

生命身体の安全を優先して行動いただくようお願いしたい。

4．質疑応答、各社（団体）からの報告等

（意見）

8月 24日（土）～25日（日）、大相撲ジャカルタ巡業のイベントが開催される。当日は会場に日

本人もたくさん集まると思うが、お手回りの所持品などお気をつけていただくようお願いしたい。

（報告）

7 月 25 日（木）、工業団地６社の幹部をＪＪＣに招き、大使館からは牧書記官を招いて、最近頻

繁に起きているデモ関係の窮状などを伺った。工業団地でデモが起こるたびに報告をうけている
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が、実際に現場で対応されている方の声は迫力があった。ＪＪＣとしても、国家警察、カラワン、

ブカシ警察との対話等を実施していきたいと考えている。昨年も 2 回ほど国家警察との対話を行

っているが、実際の話を国家警察や地方警察に認識してもらった上で対応をお願いしたいと考え

ている。本件でもまた大使館にもよろしく協力願いたい。

（質問）

さきほどご報告いただいた海難事故について、詳細について伺いたい。

（回答）

スンダ海峡にある島でダイビングをした途次に天候不順により船体が損壊して沈没したしたも

の。ツアー会社が募集したダイビングツアーに応募した邦人 6 人の他、インドネシア人及び第 3

国からの乗客、乗員を含めて計 23 人が乗船していた。救出された邦人の話によると、船内で食

事をしている際に揺れが酷くなったため、船が転覆する可能性がある旨勤め先の会社に連絡して

いた。また、船が沈没した後、1 人の邦人が防水カバー付きの携帯電話を所持しており、警察に

素早く通報することができた。更に、ツアー会社は小規模な企業であり、乗客名簿の作成を行っ

ていなかったが、それに気づいた邦人が独自に名簿を作成し、乗客の安否確認に役立った。結果

的には、残念ながらインドネシア人の乗客 1 名の死亡が確認され、その他 1 名が行方不明になっ

ているが、邦人については全員無事であった。事故の際に邦人 6 人は 3 人づつ 2 組に分断され

たが、時間を前後してそれぞれ最寄りの病院に搬送され、当館職員も直接病院に赴き安否確認を

行った。なお、本件のような有事の際には、一義的にはツアー会社が責任を負うべきであるが、

事故の際に責任を放棄して逃げるケースもあるため、注意が必要である。

今回の事故では、邦人の方の機転の利いた行動及び危機管理のマインドに加え、偶然にも沈没し

た海域にタンカーと漁船が通りかかったことが、邦人の無事につながった。危機管理の認識を持

つと共に、万が一に備えて、シミュレーションを行っておく必要がある。

（質問）

海難事故に関連して、シンガポールではラマダンの前に船を出すと海賊に狙われることがよくあ

ったが、インドネシアではどうだろうか。

（回答）

以前は、マラッカ海峡に出没していたが、最近は報道などでもあまり聞かない。

（回答補足）

大きな流れの中では、アチェの独立戦線が軍資金稼ぎで海賊行為があったようだが、解散しアチ

ェが落ち着いたので最近あまり聞かない話である。

（質問）

配布資料「安全に関する参考情報」で 6月、7月の犯罪件数を見ると強盗の件数が急激に増加し

ている。殺人も 13件から 29件と増えているのはラマダンに関係があるのか、もしお判りであれ

ば教えていただきたい。
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（回答）

強盗に関しては、過去のデータを見ると月間 45 件～50 件で推移しているため、7 月に急激に増

えたというよりも、むしろ 6 月に減少していると言える。これは、6 月に、世間から批判を受け

ていた「社会団体法」の国会で可決されたことがその一因であると考えられる。右法案可決に際

してのデモや抗議活動に備えて警察が各地で警戒態勢をとっていたため、人目に付く場所での犯

罪が防止され、犯罪件数減少に繋がったという見方ができる。また、レバラン、ラマダン期間中

は特に金銭目的の犯罪が増えることから、47 件と 6 月と比較して多く発生したと思われる。

（質問）

「社会団体法」について 30 日間の猶予を持って大統領が署名するという話があったと思うが、

その後、署名は行われたのか。

（回答）

7 月 22 日（月）に大統領の署名は行われ、法律として成立している。従って、今後、デモ活動

についても諸規定が適用され、規定に違反する場合は処罰の対象となりうる。なお、以前からイ

スラム系の団体等が当該法律の違憲審査請求を行うと予告していたが、現在までにそのような動

きはないと認識している。

（質問：ＪＪＣ）

「社会団体法」について、例えば工業団地で行われる労働組合等に対して、この法律がどような

影響があるのか。

（回答）

労働デモ等について、規定違反があった場合には、罰則規定などが適用され諸手続きを経て解散

ということも今後あり得る。ただし、労働デモは労働関連法によっても規制されており、そちら

も適用されうるため、今回の「社会団体法」の制定をもって、今後の危険なデモの一切が本法律

の条項によって処罰されるとは限らないと思われる。

（質問）

解散の要件は何でしょうか。

（回答）

社会団体法には、幾つか社会団体の義務、禁止事項が制定されており、それらに違反した場合に

罰則を受けうる。義務及び禁止事項の中身については、基本的には社会公安や社会の秩序を脅か

さないといった一般的な内容であり、どのようなデモを行ってはいけないという具体的な内容に

はなっていない。また、処罰に関して手続きが規定されており、その手続きを経た上で、最終的

に解散となる。
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5．その他（大使館）

先ほど、大相撲関係の話があったが、これに続いてジャカルタ日本祭りが 9 月 1 日（日）から 8

日（日）まで行われる。1 日にはオープニング・セレモニー、8 日にはモナスで大規模なクロー

ジングレイベントがあり、クロージングには毎年約３万人もの方に来場いただいている。昨年は、

警備も万全な体制でいどんだところ、モナスでもスリが発生した際、実行者を現行犯で取り押さ

えることができた。たくさんの関係者がモナスに来られると思うが、所持品等の管理には十分注

意いただきたい。

次回、海外法人安全対策連絡協議会は、2013年 9月 10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７月）

１．強盗事件

・７日朝、ビンタロ・ジャヤ・セクター２（東タンゲラン）所在のとある家が３人組の強盗団に

襲われた。当時、家主は教会に赴いており、使用人が留守番をしていたが、犯人グループは使用

人を刃物で脅し、縄で身動きを封じ、口を布で塞いだ上で、金品約１００万円を奪って逃走した。

犯人グループは家主が日曜朝に教会に行く習慣を事前に知っており、そのタイミングを狙ったも

のとみられている。

・１５日、ブカシ・チカラン地区バリ通り（工業地域内）において、銀行に預金すべく約７００

万円を段ボール箱に入れて運搬していた食料品店従業員が強盗に襲われた。被害者は、現金を奪

われた他、刃物で数か所刺されて重傷を負い、病院へ搬送された。

・２２日、東ブカシにおいて、金融業を営む６３歳の女性が、強盗（単独犯）に襲われた。約１

万円と携帯電話を奪われた、更に、全身数か所を刺され、病院に搬送されたものの、間もなく息

を引き取った。

・２７日未明、西ジャカルタ・カリデレス地区において、断食入り直前の食事（sahur）の時間

帯に、その隙を狙った複数人の強盗団が、養鶏商の家からバイク２台を奪って逃走した。

・２８日、南ブカシ・チカンペック地区の高速道路の休憩所において、商用土の輸送トラックの

運転手が仮眠をとっていたところ、５人組の強盗団に襲われた。被害者は縄で身動きを封じられ

たうえで路上に捨てられ、犯人はトラックごと奪って逃走した。

・２９日の昼間、東ジャカルタ・パサール・レボ地区所在の質屋が、銃と刃物で武装した４人組

の強盗団に襲撃された。被害者は犯行集団に抵抗したところ、犯行は銃を発砲し、被害者の頭部

に命中し、被害者は重傷を負った。なお、発砲に伴い警報が激しくなったところ、犯行グループ

は金品を盗む前に逃走した。

※７月は、留守宅や、家の主人が不在の時を狙った強盗・空き巣事案が顕著であり、多数報告さ

れた。

※報告された強盗事案では、ほとんどの事案で犯人は銃・刃物を所持しており、更に、被害者が

抵抗しない場合であっても負傷させられる事案が複数件報告された。
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２．児童の人身売買

・西ランプンにおいて、児童の人身売買を行った夫婦が現地警察に逮捕された。本事案では、犯

人夫婦は居住地を転々として行方をくらませていたが、取引の被害を受けた被害者（児童）本人

の届け出に基づき、警察が捜索を続けた結果、本人が逮捕されるにいたった。

３．密輸・麻薬関係

・２０日、２人のマレーシア国籍の男が、エクスタシ約１万５千粒を牛乳箱３箱に詰めて約５億

円相当を混入して密輸しようとしたところ、スカルノ・ハッタ空港の税関職員に発見され、検

挙された。

４．住民同氏による衝突

２４日、東ジャカルタ・カンプン・ムラユ地区において住民間の衝突が生じた。住民は互い

に石や木片を投げ合った他、止めにはいった警察当局に攻撃し負傷される等、収集のつかない

状態に発展したが、最終的には警察当局が催涙弾を使用して衝突は収束した。

５．報告されている犯罪件数

2013 年６月 2013 年 7 月

強盗 23 47

誘拐 1 1

殺人 13 29

密輸 1 6

麻薬 20 21

*報告されている強盗事件の発生場所：

中央ジャカルタ 6，東ジャカルタ 3,

北ジャカルタ 2，西ジャカルタ 10，南ジャカルタ 3

バンテン 4，ブカシ 7, デポック 2、ボゴール 2、

バンドン 3 中部ジャワ 1、西ジャワ 1、

東ジャワ 1、ランプン 1、スマラン 1


