
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２０１８年度第４四半期（２０１９年１月～３月）

の犯罪発生認知総数は３３，４２８件と，前期比（２０１８年１０月～１２月）０．４％増とな

っている。また，殺人発生認知件数（過失含む）についても１，１５５件と６．０％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，これら殺人事件件数上昇の背景には，麻薬やガ

ソリン窃盗に関連する組織同士の抗争が，今まで以上に激化したことが原因とされている。但し，

これら治安の悪化に伴い，軍が介入し，市警察，検察，連邦警察と協力して治安の安定に取り組

んでおり，グアナファト州におけるこれら犯罪組織は確実に弱体化しつつある旨，説明を受けて

いる。 

（３） また，州内で発生している殺人事件の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

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，

治安当局とそれら犯罪組織との銃撃戦が市内で発生する等，銃撃戦の流れ弾による一般人の死傷

事案も発生していることから，引き続き在留邦人に対して注意喚起を行っている。 

（４） 更に，殺人事件と同様に，麻薬売買に関する事件は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），殺人事件件数と同じく増加傾向にあ

ることからも，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１月～３月） ※前期２０１８年１０月～１２月 

（１）グアナファト州      総数 ３３，４２８件（前期比 ０．４％増） 

ア 故意殺人         ７２７件（前期比 ７．７％増） 

イ 傷害         ３，５３４件（前期比 ５．２％増） 

ウ 窃盗         ６，９２９件（前期比 ９．４％減） 

エ 強盗         ３，５６３件（前期比 １．４％増）  

オ 誘拐             ３件（前期     ０件） 

（２）アグアスカリエンテス州  総数  ８，９２０件（前期比 ３．５％減） 

   ※麻薬関連及び恐喝事件が増加傾向にある。 

   ア 故意殺人          ２５件（前期比１０８．３％増） 

イ 傷害           ７７５件（前期比 ３６．３％減） 

ウ 窃盗         ３，０５５件（前期比  ４．６％減） 

エ 強盗           ２７７件（前期比  ９．８％減）  

オ 誘拐             ３件（前期     ７件） 

（３）ハリスコ州        総数 ４２，１６３件（前期比 ２９．４％増） 

ア 故意殺人         ５７６件（前期比 １．８％増） 

イ 傷害         ２，４５０件（前期比１６．５％減） 

ウ 窃盗        １４，４７１件（前期比５０．５％増） 



エ 強盗         ７，６０７件（前期比４５．０％増）  

オ 誘拐             ３件（前期     ７件） 

 

（４）ケレタロ州        総数 １４，９０５件（前期比 ３．１％増）  

ア 故意殺人          ４８件（前期比１４．３％増） 

イ 傷害         １，３３２件（前期比１４．８％減） 

ウ 窃盗         ６，２８９件（前期比 １．４％増） 

エ 強盗           ６１９件（前期比１１．７％減） 

オ 誘拐             ４件（前期     ５件） 

（５）サンルイスポトシ州    総数 １１，９５６件（前期比 １３．６％増） 

ア 故意殺人         １０８件（前期比１２．５％増） 

イ 傷害         １，０４２件（前期比 ８．７％増） 

ウ 窃盗         ３，０２１件（前期比 ２．８％増） 

エ 強盗           ７９２件（前期比２１．４％減） 

オ 誘拐             ６件（前期     ６件） 

（６）サカテカス州       総数  ５，４５９件（前期比 ６．８％増） 

ア 故意殺人         １２０件（前期比２６．４％減） 

イ 傷害           ３８７件（前期比１７．５％減） 

ウ 窃盗         １，３８７件（前期比 ２．６％増） 

エ 強盗           ４０５件（前期比 １．２％減） 

オ 誘拐            １３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，銀行で現金を引き出した後に，つけられ強奪される事件も昨年同様に頻繁に発生している。

銀行にて現金を引き出す際は，顧客の利用率の高い場所や時間帯，警察官や警備員が常駐してい

る場所を選ぶ等，出来る限り狙われるリスクを下げるよう心掛ける必要がある。 

（３） また，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。 

（４） 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，コンビニエンスストアの立地や利用する時間帯に良く注意するとともに，

車両を離れる際の貴重品の放置に注意が必要である。  



（５） 更に，昨年９月には在留邦人が短時間誘拐に遭遇すると言った事件が発生している。当地におけ

る短時間誘拐は，車両の盗難又はＡＴＭへ連れて行き現金を引き出す事を目的としたものが一般

的であるため，犯人の言うとおりに従っていれば，短時間で無事に解放されるケースが殆どであ

る。万が一にも同様の事件に遭遇した際は，犯人には抵抗せず指示に従うことが重要である。 

（６） 最後に，強迫電話また狂言誘拐は，メキシコ国内では多く発生しており，巧みな手口で強迫相手

に恐怖を生じさせてマインドコントロールし，誘拐事件に見せかけたり，現金を振り込ませたり

と手口は非常に巧妙である。不審な番号には出ない，出たとしても不審な事を話すようであれば

即切ることが対策となる。 

 

４ 邦人被害の犯罪発生状況（２０１９年１月～３月） 

バヒオ地区における邦人被害数は，前期（２０１８年１０月～１２月）５件であったのに対して，今

期（２０１９年１月～３月）は１３件と増加傾向にある。なお，１３件中６件の被害が「車上狙い」で

あることからも，引き続き「車両内部に貴重品を放置しない」等，邦人への注意喚起が必要である。更

には邦人が被害者となる銃器を利用した強盗事件（車両強盗や店舗強盗）も増加しているため注意が必

要である。 

 

被害日時 被害場所 被害者 犯罪種別 被害状況 

2019/1/17 

07：00 

ハリスコ州 

グアダラハラ市

郊外 

マサミトラ方面

道路沿いコ 

ンビニエンスス

トア OXXO駐車場 

出張者 窃盗 

（車上狙 

い） 

 

同僚の邦人男性と２人でガソリンスタンド併設の

コンビニエンスストア（OXXO）の駐車場に駐車 

し、水を購入するために店内へ入った。 

 買い物を終えて車に戻ったところ、助手席側の

窓ガラスが割れており、３列シート中央列の座 

席上に置いていた旅券等貴重が入ったリュックが

盗まれていた。 

2019/1/18 

19:00 

グアナファト州 

レオン市 

グランハルディ

ン内コンビニエ

ンスストア OXXO

駐車場 

在 留 邦

人 

窃盗 

（車上狙

い） 

 

コンビニエンスストアの駐車場に駐車してゴミを

捨てた後に車に戻ったところ、フロントガラスが

割られており、車内に置いていた旅券、ノートパ

ソコン、携帯電話２台が入ったカバンが盗まれて

いた。 

2019/1/29 

07:00 

ハリスコ州 

トラホムルコ・

デ・スニガ市 

LOPEZ Mateos通

りのコンビニエ

ンスストア OXXO

駐車場 

在留邦

人 

窃盗 

（車上狙

い） 

 

Lopez Mateos 通りにあるコンビニエンスストア

OXXOへ、コーヒーを買いに駐車場にて車を駐車し

入店した。買い物を終えて車に戻ったところ、助

手席側後部座席の窓ガラスが割られており、中に

おいてあった PC や旅券等が入ったカバンを盗ら

れた。 



2019/1/22 

18:00 

グアナファト州 

レオン市 

Blvd.Aeropuerto

と Blvd.Deltaの

合流地点 

在留邦

人 

恐喝 

（警察） 

 

 大通りへの合流のため、被害者が車両を一旦停

止させたところ、メキシコ人が運転する車両に追

突された。 

 自分の加入する保険会社の担当を呼んで対応し

ていたところ、交通警察が数名やって来て、その

中の 1 名が自分の通行許可書と免許書を許可なく

取り上げ、排ガス検査の有効期限が切れているこ

とを指摘してきた。さらに罰金 4,000 ペソを支払

いに行くよう命じた後、2,000 ペソをこの場で支

払えば違反切符を切らずに解放する旨、要求して

きた。被害者が支払いを拒否したところ、警官は

「今回の事故に関して、前方不注意の罰金も追加

する，許してほしければ 2,000 ペソ支払え」と恐

喝してきたため、最終的に手持ちの 500 ペソを支

払って解放された。 

 事故の相手方のメキシコ人は無保険であった

が、前方不注意を認め、被害者の修理費を全て弁

償することで話は終了していた。 

2019/2/1 

19:30～

21:15 

グアナファト州 

レオン市 

Plaza San 

Jeronimo地区 

在留邦

人 

窃盗 

（空き

巣） 

 

帰宅すると玄関の鍵が壊され開いており、自宅に

おいてあったノートパソコン 2 台、外付けハード

ディスク、USB、リュックサック(中身は無事でカ

バンのみ)が盗られていた。現金や旅券、カード等

の貴重品は無事だった。帰宅時にまだ犯人が家の

中にいた可能性があり、警察を呼んで中に入って

もらったが、すでに逃亡していた。また、20ｍ離

れた近所の家も午後8:00頃から9時頃まで留守に

している間に空き巣に入られ、パソコンやテレビ

を盗られていた。 

数日前にも自宅周辺の住宅街(Plaza San Jeronimo

地区)のすべての家の呼び鈴を押していた人物を

目撃したという話を近所からきいた。 

2019/2/9 

13:40 

グアナファト州 

イラプアト市 

Cibeles通り角の

Banorte銀行 ATM 

在留邦

人 

窃盗 

（キャッ

シュカー

ドすり替

え） 

 被害者が ATM で現金を引き出す際、横からメキ

シコ人男性が近づいてきて、「そのカードは使用で

きないと思うから見せてみろ。」と言われたため、

男にカードを預けた。男からカードは返却された

ものの、男が立ち去った後にカードを確認すると、

自分名義のものでは無いことに気付いた。 

 すぐに銀行へ電話をかけてカードを止めたが、



後に 7,000 ペソが引き出されていたことが判明し

た。 

2019/2/11 

19:15 

グアナファト州 

セラヤ市 

市内の薬局

Farmacia de 

Guadalajara 

在留邦

人 

強盗 

（けん銃

使用） 

 メキシコ人社員が運転する乗用車に被害者が同

乗し、アパセオ・グランデ市からサラマンカ市方

面へ向かって帰宅途中、メキシコ人社員が買い物

のため、被害場所である薬局に立ち寄り、その間

被害者は車外で待っていた。 

 買い物を終えたメキシコ人社員が薬局から出て

くると、男が突然メキシコ人社員の頭にけん銃を

突き付け、車の鍵を渡すよう脅した。男に鍵を渡

したところ、男はすぐに車に乗って走り去った。 

 被害者 2 名に怪我はなかったが、車に置いてい

た携帯電話や旅券、財布も一緒に奪われた。 

2019/2/26 

20:00 

グアナファト州 

シラオ市 

Splash近くのコ

ンビニエンスス

トア OXXO駐車場 

在留邦

人 

窃盗 

（車上狙

い） 

シラオ市内にある Splash 付近のコンビニエンス

ストアにて買い物をし、駐車場に停めてある車に

戻ったところ、助手席側後部座席の窓ガラスが割

られており、外から見えないようにシートの下に

置いていた旅券，ノートパソコンが入ったカバン

が盗まれた。 

2019/3/20 

19:12 

グアナファト州 

シラオ市 

工業団地「Puerto 

Interior」内のス

ターバックス駐

車場 

出張者 窃盗 

（車上狙

い） 

 

店から出て駐車場に停めてある車に戻ったとこ

ろ、後部ガラスが大きく破損しており、車内に置

いていた旅券，ノートパソコンが入ったカバンが

盗まれた。 

2019/3/25 

07:20 

グアナファト州 

セラヤ市自宅付

近の路上 

在留邦

人 

強盗 

（けん銃

使用） 

 

通勤のために自宅を出発した直後、脇道に駐車し

ていた車（ホンダ CR-V）に道を塞がれ、けん銃で

武装した３人組に襲われた。 

 犯人らはメキシコ人運転手に「 Bajate，

Celulares（降りろ，携帯）」と指示し、運転手は

ノートパソコンや携帯等貴重品を持って降車し

た。 

 けん銃を見て動揺した被害者は降車を試み、外

にいた犯人２人に車内に押し戻されそうになった

が、逃げることができた。 

 被害者が車内に残した旅券，FMM，クレジットカ

ード、免許証、社員証、鍵等は車と共に奪われた。 

2019/3/25 グアナファト州 在留邦 強盗  スーパーマーケットで買い物を終えて駐車場に



20:30 セラヤ市 

Mateos通り沿い

スーパーマーケ

ット Soriana 駐

車場 

人 （けん銃

使用） 

 

停めていた車に乗り込み出発しようとした際、け

ん銃を構えたメキシコ人の男に窓ガラスを叩かれ

た。 

 犯人の男は「llave！Llave！」と言っていたの

で車を降りたところ、犯人は被害者の車に乗り込

みそのまま逃走した。 

 奪われた車内にはノートパソコンやカーナビが

あった。 

2019/3/27 

10:30 

グアナファト州 

イラプアト市 

スターバックス

駐車場 

在留邦

人 

窃盗 

（車上狙

い） 

 

 スターバックスから出て駐車場に停めていた車

に向かったところ、左後部窓ガラスが割れていた。

車内を確認すると、後部座席に置いていた旅券や

ノートパソコン、リュックサックが盗まれていた。 

2019/3/29 

21:45 

グアラファト州 

イラプアト市 

レストラン

「Pollos y 

Hamburguesas 

Shenay」店内 

在留邦

人 

強盗 レストランで食事をし、会計を済ませて店外に出

ようとしたところ、けん銃を持った男２人組が店

内に押し入り、旅券、携帯電話、カード等が入っ

たカバンを奪われた。 

以上 


