
海外安全対策情報 
１ 治安情勢 
（１） メキシコ公安省の発表では，グアナファト州の２０１９年度第３四半期（２０１９年１０月～１

２月）の犯罪発生認知総数は３３，８０９件と，前期比（２０１９年７月～９月）３．５８％減

となっている。また，殺人発生認知件数（行為殺人のみ）については７６７件と２２．７２％増

加している。 
（２） グアナファト州治安当局者からの情報によれば，同州内の治安悪化の原因となっていた２大犯罪

カルテルの一掃を目的に，本年３月下旬から段階的にメキシコ政府より軍が投入され，市警察，

検察，連邦警察が連携し，一掃作戦が行われており，その成果が行為殺人事件の減少に繋がって

きている旨説明を受けている。 
（３） 但し，犯罪カルテルの一掃作戦が開始されて以降，犯罪組織のバランスが崩れ，車両強盗や空き

巣等の一般犯罪が増加傾向にある中，セラヤ市周辺では銃器で運転手を脅して車両を強奪する日

本人が被害者となった車両強盗が本年１０月から１２月末時点で７件続けて発生。１２月末には

犯罪組織同士の抗争に日本人が巻き込まれ，拳銃で負傷する事件が発生したため，危険情報のレ

ベルを０から１に引き上げた。 
（４） なお，同州内で発生している行為殺人事件の８割以上が麻薬やガソリン窃盗組織との抗争による

ものと治安当局より報告を受けているため，不特定な人物を狙っての犯行ではないと認識してい

る。しかしながら，治安当局やこれら犯罪組織同士との銃撃戦や銃を利用した殺人が頻繁に市内

で発生する中，銃の流れ弾による一般人の死傷事件も発生していることから，引き続き在留邦人

に対しての注意喚起が必要である。 
（５） 更に，殺人事件と同様に，麻薬売買に関する事件が２０１７年６，５６７件に対して，２０１８

年は８，７３９件発生しており（前年比３３．０７％増），グアナファト州における殺人事件の

背景には，麻薬に関する事件が紐付いていることが理解できる。 
 

２ 管轄地域内における一般犯罪の傾向（２０１９年１０月～１２月） ※前期 同年７月～９月 
（１）グアナファト州      総数 ３３，８０９件（前期比 ３．５８％減） 
   ※強盗事件（主にセラヤ市での車両強盗）が増加傾向にあるため注意が必要。 

ア 行為殺人         ７６７件（前期比 ２２．７２％増） 
イ 傷害         ３，３９３件（前期比  ６．０４％減） 
ウ 窃盗         ６，６１３件（前期比  ７．２９％減） 
エ 強盗         ４，０５９件（前期比  １．８６％増）  
オ 誘拐             ２件（前期       ３件） 

（２）アグアスカリエンテス州  総数 ９，１７２件（前期比 ９．７１％減） 
   ※麻薬関連が前期と比較し６９．０４％減少。事務所侵入や車両部品の盗難件数が増加傾向に 
    あるため注意が必要。 
   ア 行為殺人          ２７件（前期比４２．１１％増） 

イ 傷害           ９８９件（前期比 ７．１４％減） 
ウ 窃盗         ２，８９０件（前期比 ４．４５％増） 



エ 強盗           ２９９件（前期比１５．０６％減）  
オ 誘拐             ２件（前期      ４件） 
 

（３）ハリスコ州        総数 ３５，４７６件（前期比 ９．７７％減） 
空き巣や路上強盗・窃盗の一般犯罪の件数が増加傾向にあるため注意が必要。 
ア 行為殺人         ４５８件（前期比１１．５８％減） 
イ 傷害         ２，２８６件（前期比 ３．２６％減） 
ウ 窃盗         ９，９７０件（前期比１９．１２％減） 
エ 強盗         ６，４７３件（前期比 ２．２２％減）  
オ 誘拐             ８件（前期      ５件） 
 

（４）ケレタロ州        総数 １４，５０４件（前期比 ４．７７％減）  
   ※窃盗被害は減少傾向にあるものの，空き巣や路上強盗・窃盗の一般犯罪の件数が，人口と比較

して他州に比べ比較的高いため注意が必要。 
ア 行為殺人          ３６件（前期比３６．８４％減） 
イ 傷害         １，３５６件（前期比 ７．５７％減） 
ウ 窃盗         ５，９２４件（前期比 ２．５８％増） 
エ 強盗           ８０８件（前期比 １．６４％増） 
オ 誘拐             ２件（前期      ０件） 

（５）サンルイスポトシ州    総数 １２，９５６件（前期比 ６．０６％減） 
※麻薬関連が昨年と対比し１１６．９９％増加。それに影響して傷害・強盗事件といった凶悪犯 
罪が増加傾向にあり注意が必要。 

ア 行為殺人         １２１件（前期比 １．６８％増） 
イ 傷害         １，０７５件（前期比１３．５９％減） 
ウ 窃盗         ３，２８０件（前期比 ３．８１％減） 
エ 強盗           ９４４件（前期比 ０．５３％増） 
オ 誘拐             ７件（前期      ３件） 

（６）サカテカス州       総数  ６，２３６件（前期比 １．７３％増） 
※空き巣や強盗・窃盗（路上，車両）含む一般犯罪の件数が増加傾向にあるため注意が必要。 
ア 行為殺人         １３７件（前期比 ９．５２％増） 
イ 傷害           ５２８件（前期比 ０．３８％増） 
ウ 窃盗         １，４６４件（前期比 ３．５４％増） 
エ 強盗           ４４７件（前期比 ４．８９％減） 
オ 誘拐            １１件（前期     １１件） 

 
３ 安全に関わる諸問題及び対応策 
（１） グアナファト州内では，麻薬やガソリン窃盗に関係する犯罪組織の抗争が激化しており，これら

組織が関与した発砲事件や殺人事件，警察官を直接狙った襲撃事件も発生している。それら事件



に巻き込まれないためにも，夜間の外出やそれら組織関係者が集まるようなバーやディスコ等の

出入りについて極力避けると共に，夜間を問わず一般市民が利用する公共の場所においても，こ

の様な事件に遭遇する可能性は十分に考えられるため，普段から周囲の変化に敏感になれるよう

注意が必要である。 
（２） 次に，凶器を利用した強盗も増加している。この様な事件に巻き込まれないためにも，発出され

る領事メール等を参考に，行動の制限（犯罪が多発する時間帯の外出制限，事件多発地域への通

行を避ける等）を行うことで，被害に遭うリスクを下げる必要がある。 
（３） 最近では，セラヤ周辺にて銃器を利用した車両強盗強盗事案が増加傾向にあり，メキシコ人被害

者が抵抗したために足を拳銃で撃たれ負傷するケースや，致命箇所を打たれ死亡するケースも発

生している。万が一にも犯人に遭遇した際は，抵抗せず犯人等の指示に従うことが重要である。 
（４） セラヤ市では，犯罪組織間のもめ事に日本人が干渉してしまい，拳銃で肩を打たれ重傷を負う事

件が発生しました。幸い命には別状はありませんでしたが，日中夜間問わず，メキシコ人同士の

喧嘩やもめ事には干渉しないよう注意が必要です。 
（５） そして，前期に引き続き，コンビニエンスストアやマーケット等の駐車場における車上荒らしが，

引き続き発生しており，これら店の立地や利用する時間帯に良く注意するとともに，車両を離れ

る際は貴重品の放置に注意が必要である。  
 
４ 日本人被害の犯罪発生状況（２０１９年１０月～１２月） 
バヒオ地区における邦人被害数は，前期（２０１９年７月～９月）１９件であったのに対して，今期

（２０１９年１０月～１２月）は１６件と減少傾向にあるが，銃器を利用した強盗事件等，事件内容が

凶悪化している。 
 
被害日時 被害場所 被害者 犯罪種別 被害状況 

2019/10/11 

13:00 

レオン－ 

アグアスカリエンテス

間高速道路 

在留邦人 強盗未遂 

（けん銃使

用） 

車両運転中 

レオン市からアグアスカリエンテス市

に向けて高速道路（２車線）を走行中、

横づけしてきたメキシコ人３名から４

名が乗るマツダＣＸ５（古いタイプの白

色）の助手席側から拳銃を突きつけられ

た。被害車両は機転を利かせてブレーキ

かけて速度を落としたところ、運良く追

越車線（右側車線）に車両１台分の隙間

ができたため、犯人車両を追い越してそ

の場を切り抜けた。なお、車両及び身体

的被害なし。 



2019/10/16 

22：15 

ハリスコ州 

グアダラハラ市 

旅行者 脅迫・恐喝 スポーツジム Smart Fitチャプルテペッ

ク通り店より徒歩で帰宅中、バイクに乗

った３人組（男性２名、女性１名）が近

づいてきて、道の名前を尋ねられた。話

をするために立ち止まったところ、貴重

品を渡さないと銃で撃つと脅され（銃ら

しき物は見なかった）、自分の携帯電話

と腕時計、一緒にいた友人のメキシコ人

の携帯電話を奪われた。 

2019/10/19 

19:30～23:00 

ハリスコ州 

プエルトバジャルタ市 

旅行者 その他 ホテルの部屋に戻った際に室内に置い

ていた１６０米ドルがなくなっている

ことに気付いた。（部屋はカード式のオ

ートロックでこじ開けられた形跡など

がないため、隣室からバルコニーを伝っ

て侵入したか、マスターキー等を使用し

侵入されたものと思料される。） 

2019/10/31 

14:00 

グアナファト州 

セラヤ市 

AdvanceApaseo 工業団地 

前 45 号線アパセオグラ

ンデ方面の高架下 

在留邦人 強盗 

（けん銃使

用） 

車両運転中 

邦人が運転する車両が、国道をアパセオ

方向からセラヤ方向の工業団地に戻る

ため、高架下の道路をＵターンするため

徐行中、セラヤ方面の車道に停車してい

たシルバーのジープが急発進し、同車両

の全面を防ぐ形で停車、中から銃を所持

した 4名のメキシコ人らしき男性が降

りてきて、拳銃で運転手含め同乗する 3

名を脅し車両を強盗した。（なお、同現

場では同日に本件含め 3件の車両強盗

が発生しており、更には邦人が向かって

いた工業団地前についてもここ最近、工

業団地内で働くメキシコ人が被害者と

なる車両強盗事件が発生しているとの

由。またセラヤ市及び同市周辺の国道に

おいて、夜間問わず日中についても銃を

利用した車両強盗が多発している。） 

2019/11/2  

16：00 

ケレタロ州 

ケレタロ市 

ショッピングセンター

Up Town Juriquilla 

在留邦人 窃盗 

（車上狙

い） 

駐車場 

買い物を済ませ車に戻ったが、駐車券の

精算をしていないことに気付き荷物を

置いたまま精算に向かい再び戻ったと

ころ、運転手席側の窓ガラスを割られ、

旅券、パソコン等を窃取された。 



2019/11/8  

20：00 

グアナファト州 

レオン市  

ウォールマート 

Bosques Rentería 店 

在留邦人 窃盗（ひっ

たくり） 

ウォールマートの駐車場に停めていた

車の横でスマートフォンを操作してい

たところ、背後からスマートフォンを取

り上げられた。犯人は仲間が待機する車

に乗り込み去っていった。 

2019/11/12  

21:30～22:30 

アグアスカリエンテス州

アグアスカリエンテス市 

Gimnacio Marlyc 前 

在留邦人 窃盗 

（車上狙

い） 

駐車場 

建物前の路上に車を駐車したところ、ド

アの鍵穴をこじ開けられ、トランクに入

れていた洋服入りのキャリーケースと

運転席に置いていた鍵を窃取された。 

2019/11/14 

20：10 頃 

グアナファト州 

サラマンカ市 

テニステペク通りと 

アルボルグランデ通り

の交差点付近 

在留邦人 強盗 

（けん銃使

用） 

路上 

車両運転中に着信があり、路肩に車両を

止めて電話で会話をしていたところ、2

人組の男が車両に近づき、内 1人の男性

が左手に拳銃の様な物を所持しながら

（周りが暗くて良く見えなかった）、運

転席のドアノブを引っ張り、声を上げな

がら「降りろ」と言うようなそぶりをし

てきたため、とっさにアクセルを踏んで

その場を離脱した。その際に、何かでリ

アガラスを割られたが、それ以外の被害

は無かった。 

2019/11/18  

16：00 

グアナファト州 

レオン市 

某レストラン駐車場 

出張者 窃盗 

（車上狙

い） 

駐車場 

食事をして戻ってきたところ、運転手席

側の窓ガラスを割られ車内に置いてい

た旅券等の入ったカバンを窃取された

ことに気付いた。 

2019/11/19  

20：45 

ケレタロ州 

ケレタロ市 

コンビニＯＸＸＯ駐車

場 

出張者 窃盗 

（車上狙

い） 

駐車場 

コンビニに入って数分で戻ってきたと

ころ，後部座席の窓ガラスを割られ座席

に置いていた旅券等在中のカバンを盗

まれた。 

2019/11/23  

20:00～21:00 

ハリスコ州 

グアダラハラ市 

HOTEL RIU GUADALAJARA

内 

在留邦人 窃盗 

（置引）店

舗内 

パーティー会場にて、椅子に掛けていた

コート（財布，携帯電話，車の鍵在中）

から財布が盗まれた。数回席を離れてお

り、その間に被害にあったものと思われ

る。周りに多くの友人がいたにも関わら

ず被害に遭った。 

2019/12/2  

20:30 頃 

グアナファト州 

サラマンカ市 

ウォールマート 

駐車場内 

在留邦人 強盗未遂 

（けん銃使

用） 

駐車場 

買い物を終えて、店舗に比較的近い場所

に駐車した車両に戻り、購入品を車両に

積み込んでいたところ、銃を所持した 3

人の男が突然現れた。被害者は驚いて、



とっさにその場から逃げようとしが、犯

人に背中を殴打され転倒。その後、鍵を

渡すように命じられ、渡したところ、犯

人は被害者の車両に乗り込み逃走した。

なお，同じ場所で 12 月 19 日にも同じ場

所で日系人が被害に遭っている。 

2019/12/10 

07:50～08:10 

グアナファト州 

イラプアト市 

サンアントニオ居住区内 

自宅 

在留邦人 窃盗 

（空き巣） 

自宅 

正面玄関の窓をバールのような物でこ

じ開けられ，内部に侵入された。置いて

あった財布や日本の身分証明書等，テレ

ビ（42 型）とノート PC を窃取された。

近くの住民の防犯カメラには，男性が携

帯電話で話をしながら，対象の家に近づ

き，窓から侵入，車両が窓付近に横付け

され，盗難物が運び込まれる映像が映っ

ていた。住居区の管理会社の映像にも車

両の出入りは残っていたが，全て住居専

用の出入り口から車両が入場していた

ため，身分書等の確認は実施されていな

かった。 

2019/12/19  

06:00 頃 

グアナファト州 

セラヤ市 

Celaya Galeria 付近 

在留邦人 傷害 

（拳銃利

用） 

車両とトラックが大通りを防ぐ形で停

車しており，数名が喧嘩をしていた。運

転していた被害者は危険を察知し，その

場から離れようとしたが，トラックの運

転手らしき人物が助けを求めて駆け寄

ってきたため，助手席に招き入れた。車

を切り替えしてその場から立ち去ろう

としたところ，けん銃を所持した犯人に

車両後方の右側から発砲され，銃弾が運

転していた被害者に被弾，重傷をおった

もの。その後，被害者は犯人の車両に無

理矢理乗せられ，現場から数百メートル

離れた場所で解放された。通りがかりの

通行人が被害者を保護し，病院に搬送さ

れた。命に別状は無かった。 

2019/12/23 

 11：45 

グアナファト州 

セラヤ市 

OXXO ALAMOS QRF 

在留邦人 強盗 

（けん銃使

用） 

店舗 

レジで会計をしていたところ、男 2 人組

の犯人が店内に押し入ってきた。被害者

は犯人の 1人に頭を押さえつけられ、け

ん銃で車の鍵を渡すよう脅されたため、



すぐに鍵を渡した。その時もう 1人の犯

人はレジにいた店員を脅迫していた。そ

の後、犯人は被害者のスマートフォンと

クレジットカードを奪い、被害者の車で

逃走した。犯人が立ち去った後、OXXO

の店員が警察に通報した。 

2019/12/28 

 午前中 

グアナファト州 

シラオ市 

プエルトインテリオー

ル工業団地前 

スターバックス 

在留邦人 窃盗 

（車上狙

い） 

駐車場 

車両内の座席にバック（旅券，カメラ等

在中）を置いて朝食を取っている 10 分

間に，窓ガラスを割られ盗まれた。 

以上 


