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【安全対策の基本】

在レオン日本国総領事館
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防犯対策の基本的な考え

安全対策
警備強化 ＝ 犯罪に遭

わない

周辺でどの様な事件が発生しているのか、
どの様な対策があるのか、どうやって危険
を感じ取れるかを知って学ぶ。

目的

通常の生活において、事故や犯罪に
巻き込まれる危険度（リスク）を下
げる。



防犯対策の基本的な考え

１ 犯罪件数はあくまでも参考

２ 犯罪マップに惑わされるな

犯罪件数は被害届に基づいてカウントされる。
被害届率が低ければ、犯罪件数は参考程度
にしかならない。
※メキシコでは実際の犯罪数に対して届率は１割程度

犯罪マップは参考とし、犯罪手法や現場の
環境を良く理解するする。

常に「目立たない」・「行動を予知されない」・「用心を怠らない」は
ゴルゴ１３だけ。
周辺の空気（環境）を感じることができれば、
おのずとゴルゴ１３に近づける。

３ 「海外安全対策の３原則」の実行は難しい

先ず以下3つを理解しておく!



防犯対策の基本的な考え

犯罪原因論 犯罪機会論
犯罪者（人）を重視する
例:犯罪者ってどんな人?

犯人の親族は?
コロナウイルスって?

犯罪チャンス（環境）を重視
例:現場はどこ?時間は?

どうしてこの場所で?
どうしたら感染するの?

クライシス管理
犯罪等に遭ったらどうする。
例:走って逃げる。

隠れる。
犯人と戦う。
警察へ通報する。

リスク管理
犯罪等に遭わないために。
例:危険な場所は避ける。

暗くなったら外に出ない。
高速道路を利用する。
高架下の通行は避ける。

防犯対策を考える際の重要なポイント!

考
え
方

対

策

事件記事や情報を受けた際は、
このポイントを重視して考えて。
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新聞記事に出ている犯罪は氷山の１角
認知されている事件は全体の1割程度

犯罪者は、人に察知されずに目的を達成で
きる場所や時間帯、タイミングを選んでいる。

犯罪者の思っている思考を逆手にとり、
犯罪者の目になって，その場所やその時間帯、
そのタイミングに注視する。
例:場 所 ・・・人込み、人気の無い場所

時間帯・・・・薄暗い時間帯
タイミング・・車両乗降時，給油時

防犯対策の基本的な考え

防犯対策の着目ポイント①

なぜ?

どうすれば?

報道や治安当局の数
値を拾うだけで満足
してはいけません。



A 犯 罪 者＝静電気
B 犯行チャンス＝金 属
A＋B＝犯罪実行＝発 火

「A」か「B」どれかを除けば犯行は成立しない

・ターゲットは現場の環境で決める。

・犯行は短時間で行いたい。

・誰にも気づかれないようにしたい。

・犯行現場は事前に確認する。

犯行を起こす
チャンスを与えない
ように考えて行動す

ることが重要。

防犯対策の基本的な考え

防犯対策の着目ポイント② ・人気がない場所

・人の目線や監視カメラが無い

・逃げやすい場所

・人の少ない時間帯

これらを把握できれば、犯罪に
遭遇するリスクは軽減される。

犯行のチャンス



「不審者（人）」ではなく、
「環境（状況）」を重視すること。
「噂」にまどわされないよう、情報は公的
機関や信用おけるWeb等、2つ以上から。
話はお互いから。

防犯対策の基本的な考え

防犯対策の着目ポイント③
「不審者」や「噂」は重視しない。

「不審者」・・・「不審物」はあっても「不審者」は存在しない。
道徳の授業では「人は見かけで判断するな」
防犯教育では「人は見かけで判断しろ」
→ 人に偏見を植え付けてしまう。

「噂」・・・「ニュース」、「SNS」、「人から人」で拡散。
不安を煽る、社会を混乱、人命や財産を傷つける。
信用きそん罪・偽計業務妨害罪・名誉きそん罪等。
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防犯対策の基本的な考え

犯罪マップの利用方法

例:殺人・・・・犯罪組織同士の抗争がほとんど。でも住居で?運転中?
強盗・・・・銀行でお金を引き出した後?その後、何処で被害に?
遺体遺棄・・・多くが犯罪組織の見せしめ。誰に対して?

先ずはマップ上で発生しているいくつかの犯罪の
現場（環境）や種別、犯罪手法を調べてみる。

犯罪者は地図で場所を選んでいない。

犯罪が多い場所だから危険だ
とは決めつけないで。
現場の環境や事件の内容を
知る事が大事!

各地で発生している犯罪には特徴があり、それらを知ることが
対策に繋がる。
「何処の地区で多く犯罪が・・?」ではなく「何故?どうして?ど
のように?」が重要。



■レオン市内事件発生地図
（2020年4月～6月）

セントロマックス／Costco
（スーパーマーケット）

プラザ・アルタシア
（ショッピングセンター）

Hampton In by Hilton
(総領事館）

Hotel Marriott 
HS HOTSSON Hotel 

Costco/HEB
（スーパーマーケット）

HEB
（スーパーマーケット）

殺人，殺人未遂
強盗，窃盗
強盗殺人、未遂
死体遺棄
拳銃・違法薬物等所持
その他（誘拐、暴行）

※当地「ＡＭ紙」より引用

プラザ・マジョール
（ショッピングセンター）

●殺人事件は広範囲で発生
⇒原因は組織同士の抗争。集中する箇所は主に住居
で、点在する箇所は移動中又は停留中に発生。
●強盗事件
⇒強盗殺人案件はすべて抵抗したため。
特にセントロや上中流階級層の住む北西側では、空き
巣や銀行で多額の現金を引き下ろした後の移動中に被
害に遭うケースが多い。その他はコンビニ強盗。



■レオン市内事件発生地図
（2020年7月～9月6日）

セントロマックス／Costco
（スーパーマーケット）

プラザ・アルタシア
（ショッピングセンター）

Hampton In by Hilton
(総領事館）

Hotel Marriott 
HS HOTSSON Hotel 

Costco/HEB
（スーパーマーケット）

HEB
（スーパーマーケット）

殺人，殺人未遂
強盗，窃盗
強盗殺人、未遂
死体遺棄
拳銃・違法薬物等所持
その他（誘拐、暴行）

※当地「ＡＭ紙」より引用

プラザ・マジョール
（ショッピングセンター）

●殺人事件は広範囲で発生
⇒原因は組織同士の抗争。集中する箇所は主に住居で、
点在する箇所は移動中又は停留中に発生。
●強盗事件
⇒特にセントロや上中流階級層の住む北西側で、年寄を
狙った住居強盗が数件発生。銀行で多額の現金を引き出
した後の移動中に襲われる犯行も引き続き発生。その他はコ
ンビニでの強盗。
●死体遺棄
⇒郊外で頻繁に発生。



■レオン市内事件発生地図
（2020年4月～9月6日）

セントロマックス／Costco
（スーパーマーケット）

プラザ・アルタシア
（ショッピングセンター）

Hampton In by Hilton
(総領事館）

Hotel Marriott 
HS HOTSSON Hotel 

Costco/HEB
（スーパーマーケット）

HEB現在
（スーパーマーケット）

1km

殺人，殺人未遂
強盗，窃盗
強盗殺人、未遂
死体遺棄
拳銃・違法薬物等所持
その他（誘拐、暴行）

※当地「ＡＭ紙」より引用

プラザ・マジョール
（ショッピングセンター）

レオンⅡ地区周辺

サンミゲル地区周辺

プリサス・デル・ラゴ地区周辺

ヴィジャス・デル・サンファン地区周辺

10・デ・マヨ地区周辺

エル・コエシジョ地区周辺

ラス・ホヤス地区周辺

殺人は多いが、9割以上が犯罪組織同士の抗争。
犯罪多発地区への通行は注意が必要であるが、犯罪は
場所を選んでいないことも認識。特に北西地区では住居
（住居区以外）への強盗もみられ、住居区では空き巣
被害が少なからず発生のため戸締り等要注意。
銀行で多額の現金を下ろした後の被害が多いため注意
が必要。強盗殺人も少なからず発生しているため，遭
遇した際は絶対に抵抗しないこと。

過去に発生した犯罪を重視するの
ではなく、どのようにしたら犯罪に巻
き込まれるリスクを下げられるか
（場所や時間等）を重視する。



13

日々の対策

情報収集

情報分析

対 策

海外での防犯対策は、
「自分の身は自分で守る」
が基本。

今からの話を聞いていただ
き、少しでも自分でできる
対策を身に着けていただき、
実行して下さい。



日々の対策

情報収集
周辺で発生している事件例を良く理解しておくことが、

対策につながる。情報ソースは２つ以上から。

情報はどこから?
在外公館 ⇒ 領事メール、危険情報
報 道 ⇒ 新聞やニュース
周辺住民 ⇒ 実際にあった事件概要等

注意点:
・総領事館や大使館の情報入手には「在留届」や
「たびレジ」登録が必要です。
・「うわさ」や「SNS」の情報には注意。

危険のとらえ方を誤るな!

情報って，いったい
どこから入手すれば?



任国に３ヶ月以上在住する場合は，その住所又は居所を管轄する日
本の大使館又は総領事館（在外公館）に「在留届」を提出するよう義
務づけられております。
また，海外に出張の際には，「たびレジ」への登録をお願いします。

●緊急事態が発生した場合には、日本国大使館や総領事館より
メールによる通報や迅速な援護が受けられます。

●万が一にも災害や事故等に遭遇した場合，日本国大使館や総領
事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して
援護します。

●在留邦人数の根拠ともなり、これらが現地政府の協力体制の強化
にもつながる等、非常に重要な役割を果たしている。

日々の対策

「在留届け」とは・・・・，



在留届はネットからも申請
できます。
また，国内等の住所が変
更になってもネットで更新
できます。

クリック

日々の対策

「在留届け」の申請



「たびレジ」は３ヶ月未満
の滞在の方が登録できる
システムです。

・登録は任意です。

・滞在予定や連絡先を登録。

・在留届けと同じ様なサービス
が受けられます。

・登録された個人情報は，旅
行終了後３０日で消去され
ます。

日々の対策

「たびレジ」の申請



日々の対策

大使館や総領事館からの情報には・・・
皆さんのご協力が必要です。

事件、事故に遭遇

社内だけでなく、管轄の
大使館や総領事館に報告
下さい。

「領事メール」
「被害事例や被害一覧」
日本人の皆様に情報や
対策案を共有します。

・現地で発生している事件や事
故の詳細がなければ、治安当局
にも申し入れができない。

・日本人や日本人旅行者に対し
正しい治安喚起ができない。

・新たな被害者が発生するかも。



情報の分析
情報収集した事件や事故を自分なり

に分析して、対策につなげる。

「周辺の環境」 「夜? 昼?」

「現場の状況」 「車の窓開けていた?閉めていた?」
「人通り無い場所?人通りの多い場所?」
「治安が悪い場所?日本人が利用する?」
「被害者の不注意? 運が悪かった?」

日々の対策

注意点
・ 自分が犯人になった気持ちで考える。
・ 被害者と自分を比べる（メキシコ人? 外国人?）

分析って言われても・・

分析は単純に考えて!



日々の対策

対 策
情報収集し分析した内容をもとに
対策を考える。

対策方法
外務省ホームページ ⇒ 海外安全虎の巻、

ゴルゴ13海外安全対策マニュアル
在外公館ホームページ ⇒ 領事メール、安全の手引き等

注意点:
・ 危険はエリアで限定しない。
・ 一つでも自分で対策を取ってみる。
・ 「自分の身は自分で守る」を意識する。
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日々の対策 「情報収集」「情報分析」「対策」の例

■例えば・・州内で発生している殺人事件

グアナファト州は特に殺人事件が多い。
特にレオン市やセラヤ市で多く発生。

●情報収集

●情報分析
8割以上がSICARIO（暗殺者）や犯罪グループの犯行。
1割程度が家庭内でのトラブルや喧嘩によるもの。
残りは強盗目的で抵抗して発砲されたもの。
9割以上の殺人犯罪に拳銃が利用。

①犯罪グループや薬物には関わらない。
②喧嘩やトラブルには関わらない。
③強盗犯には抵抗しない。

●対 策



簡単な防犯対策・・・・・ 「初級編」

「なぜ「あの場所」は犯罪を引き寄せるのか」青春出版社より

○×
どちらが危険ですか?

○×

A

C D

B

壁に囲われ視認性がない 窓の視界が大きく視認性がある

ゴミや放置自転車は視認性が無い証拠 常に綺麗な場所＝誰かが監視している。



どちらが危険ですか?

・犯人は外側からターゲット
を物色。

・ターゲットに違和感なく近づける。

「なぜ「あの場所」は犯罪を引き寄せるのか」青春出版社より

親ではなく
犯人の目線で考えて。

○×

・周辺を監視することも大事。
・不審者には声がけを。「こんにちは」

「良い天気ですね」等。

A B

簡単な防犯対策・・・・・「初級編」 どちらが危ない?



D

簡単な防犯対策・・・・・「中級編」 どの道が危ない?

A B

C

○×

○×
人通りも少なく壁に囲われ視認性がない 人通りが多く露店もあり視認性がある。

人通りも少なく逃げやすく犯人には快適な場所 ブロックが邪魔をしており逃げ道が少ない
Google Map

Google MapGoogle Map

Google Map



A B ○×

人通りも少なく閉鎖的、視認性ない。 人通りも多く開けている場所、視認性がある。

C D

辺りには何もなく犯行も目撃されない。 警察等の巡回があり犯行が阻止される可能性。

○×
一般公道 高速道路

簡単な防犯対策・・・・・「中級編」 どの道が危ない?

Google Map Google Map

Google Map

Google Map
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簡単な防犯対策・・・・・「中級編」 どの道が危ない?

人気がなく，道路からの死角が多い上，
襲いやすく、逃走ルートが自由に選べる。

外に面しており，死角が少ない。
逃走ルートが選べない。

E F ○×

高架下 高架上 Google MapGoogle Map



大通り（交通量・人通り多い）

店舗街

空地

空
地

人の出入が多い

C
入口

出口

Ａ～Ｄのどの駐車位置が
危険だと思いますか?

警備員

警備員

簡単な防犯対策 「駐車位置の選択」



店舗街

大通り（交通量・人通り多い）

空地

空
地

C

人の出入が多い

簡単な防犯対策 「駐車位置の選択」

出口

入口

人通りが多い箇所
＝駐車場の利用率が高い
＝監視性が高い
＝ターゲットから外れる

警備員が常駐
＝監視性が高い
＝ターゲットから外れる



ショッピング
モール

駐車場

工場，事務所地帯

工場，事務所地帯
工場，事務所
地帯

住宅街

A

B

C

D

E
大通り

住宅街

住宅街住宅街（夜
間）

工場地帯

工場地帯

Ａ～Ｅのどの駐車場出入り
口が安全だと思いますか?

簡単な防犯対策 「駐車場出口の選択」

Google Map

Google Map

Google Map

Google Map

Google Map



ショッピング
モール

駐車場

A

B

C

D

E

住宅街

工場，事務所地帯

工場，事務所地帯
工場，事務所
地帯

殺人事件や強
盗多発地区

「住居街や工場地帯」の治
安は、あまり良くない。
殺人や強盗が多発している
地域である。

夜間「C」から出てしまうと、
細い通りを抜けていかなくて
はならないため危険。

「D・E」も同様、夜間は工
場・事務所地帯の人通りの
少ない場所を通過するため
危険。

暗くなってからは大通りに面
した「A・B」を利用しましょう。

簡単な防犯対策 「駐車場出口の選択」
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レストランや銀行での注意事項！レストランや銀行での注意事項！

１

３ ４ ５

６ ７

２
レジ

簡単な防犯対策 「レストランの何処が最適」

キッチン

2階

１～７それとも2階?何処に座りますか。

出入口

車

車

車
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レストランや銀行での注意事項！レストランや銀行での注意事項！

１

３ ４ ５

６ ７

２
レジ

簡単な防犯対策 「レストランの何処が最適」

キッチン

2階

出入口

レジや受付カウンターから離れ
た位置。
出入口が良く見渡せ、異常事
態を察知しやすい位置。

犯罪者の狙いはお金又はターゲットの殺害。
素早く事を終わらせ逃げたい。



簡単な防犯対策 「事件現場付近の景色」

■殺人事件多発地域周辺の風景

C

A B

D
Google Map Google Map

Google Map
Google Map



簡単な防犯対策 「事件現場付近の環境」
■遺体遺棄の現場周辺の風景

・視認性がなく，閑散とした場所。

・低所得者層の住居地区で多く
発生。

・犯行時間は，住民が就寝して
いる深夜。

・この様な場所に立ち入らない
・視認性が低くなる時間帯には

通行しない，近寄らない。

風景や環境を注意して観察。
町中にも同じ場所は存在する。

川

Google Map

Google Map



市民の安全 警察局

事件化・捜査実施

警察へ通報することで、周辺の巡回車両へ情報が
共有され、捜査網が引かれる。安全が確保される。

捜査を希望する場合は、検察局へ「被害届」を提出
する必要がある。提出しない限り、事件化できない。

検察局

簡単な防犯対策 「治安当局とは・・・」

事件，事故に遭遇した時に勘違い
しないよう良く理解。

国家警備隊

市警察

捜査員

被害届け受付機関



１ 事件・事故に遭遇したら

２ 911番（警察・交通警察）通報

３ 警察の到着を待つ

４ 検察局に被害届提出

５ 警察、検察で捜査開始

被害届を出さないと捜査は行われない。
犯人は野放し状態。
※旅券再発行や保険手続きに必ず必要

早く連絡すれば、周辺の警察にも情報
が共有される。現行犯逮捕の可能性
が高くなる。
※空き巣の場合は、一人で部屋に入らない

簡単な防犯対策 「事件・事故に遭遇したら・・・」



※「０８９」は匿名の通報電話

簡単な防犯対策 「事件・事故に遭遇したら・・・」

メキシコ国内の緊急通報

グアナファト州では州政府が，同州に滞在する日本人を支援するため、緊急対応電
話サービス「Japan Desk」を開設（２４時間対応）。

また「911 Guanajuato」日本語アプリもあるためご活用ください。

８００－９７６７－４８６(日本語，英語）

911 Guanajuatoロゴ



住居（事務所）の選定方法

セキュリティ・リングによる多層防衛
守るべき対象を中心に置き，そこから何重にも円を描いていく感覚で，
対策を講じていく考え方。リングが多いほど，安全度が高くなる。

第二次防衛
（建物出入口）

第三次防衛
（部屋・事務所）

第一次防衛
（フェンス）

外回り
（環境）



住居（事務所）の選定方法

安心した家を選ぶには・・・

独立家屋に住む場合は、不審者（犯罪）の侵入を制限
できるFraccionamiento（集合居住区）を選ぶことを
お勧めする。

日本では、侵入窃盗数の全体の４２％が独立家屋。
４階以上の共同住居（マンション）は僅か４.１％。

※警視庁H30年調査

グアナファト州では、マンションが急増、住居の選択の
幅が増えている。

何れにせよ、家を選ぶ際の基本的な選定方法を
これから学びましょう。
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①外周の環境

②敷地内への出入管理体制

③敷地内の環境

④住居第一次防衛線

⑤住居第二次～三次防衛線

セキュリティーリング外側から
段階的に確認していくこと!

住居（事務所）の選定方法

自己診断手順・・・



住居（事務所）の選定方法

①外周の環境確認

出入口が大通りに面している。 人通りの少ない小道に面している。

侵入される恐れのある箇所に、適切に
街灯が設置されているか。
また、足場になる障害物等はないか。

街灯がある=犯罪が減少×
犯罪を起こしにくい環境としている
ことが重要

Google Map Google Map



①外周の環境確認

住居（事務所）の選定方法

裏は人通りのない路地=常に視認性が低い

落書き=視認性が低い場所

壁を乗り越える物がある=警備意識が低い

住民の日本人から聴取
して情報収集する。

■居住区周辺の治安確認
コンビニ強盗
車両強盗
遺体遺棄
発砲事件

Google Map Google Map



住居（事務所）の選定方法

②敷地内への出入管理体制

■居住区
出入扉（敷地の出入口）
アプリ等を利用して、自分自身で入場管理ができるか。
警備員
来館者の入場の際に厳格に管理ができているか。
※「日本人だから通行して良い」・・・等

■マンション
出入扉（マンション～部屋前まで）
アプリやインターフォン等を利用し、自分自身で入場管理ができるか。
警備員
扉は電気錠等で出入り管理されているか。
扉付近には24時間警備員が配置されているか。
※1名体制だと巡回やトイレ等で席をはずしてしまいがち

不動産屋に頼らず自分
でもよく見ておく。
警備員に頼らない。



②敷地内への出入管理体制

住居（事務所）の選定方法

A居住区
① 居住者は専用タグで入場。
② 来館者は専用アプリを使って登録又は、

入場コードを利用して入場。
それ以外の来館者の入場はNG。

③ 公共業者の入館は必ず警備員が同行。
④ 隣の苦情等にも警備員が対応してくれる。
⑤ 警備員の巡回あり。
⑥ 設備の管理には不手際が多い。

来館者用 居住者用

Aマンション
① 住居者は車両専用タグ等で入場。
② 来館者は専用アプリを使って登録又は、

行先を伝えIDを提示すれば入場可能。
③ 公共業者の入館は必ず警備員が同行。
④ 警備員の外周巡回あり。
⑤ マンションなので、共有スペースが多い。
⑥ 入口の電気錠扉が開いている時がある。

B居住区
① 居住者は専用タグで入場。
② 来館者は行先とIDを提示すれば入場可。

但し、ゴルフプレイヤーやキャディーはIDを提
示すれば入場可能。

③ 公共業者の入館は必ず警備員が同行。
④ 警備員の巡回あり。広すぎて警備員

の目が行き届いていない。
⑤ 設備の管理は行き届いている。

居住者は自分だけでは
ない。他の居住者は
ルールを守らない事を
前提。



③敷地内の環境

住居（事務所）の選定方法

・ 工事中の物件が多く、未だ野ざら
しの土地が多い。

＝ 身元がはっきりしない工事業者
が多数出入りする。空き巣等のター
ゲットを物色できる。

・ ゴミや犬の糞等、周りが汚い。
＝ 管理会社の管理能力が低い。

周辺住民の警備意識等が低い。

・ 泥棒が多い。

＝ 管理会社や入居者の警備意識
が低すぎ。

犯罪を起こしやすい環境
となっていないか確認。



壁が低い分、この場所が狙われ
るリスクが高い。
十分な高さがあるかも重要。

隣の壁と同
じ高さに

ブレードワ
イヤー設置

高圧電流線
設置

④住居第一次防衛線

住居（事務所）の選定方法 先ずは、周囲と比べて
劣っている箇所を確認。



④住居第一次防衛線

住居（事務所）の選定方法

犯人らの侵入経路となるよう
な箇所が無いか、周辺の家
の構造も確認する必要あり。

マンションタイプは意外と見落
としがちな所に犯人らの侵入
経路となるような場所がある。
特に２階～３階に住居を選
定する際は要注意。

建物周りも要注意。



⑤住居第二次～三次防衛線

扉の素材が弱いと頑丈な鍵も意味が無い。

住居（事務所）の選定方法

・玄関や主寝室の扉の造りは?

マンションは共有スペー
ス
が多いので玄関が重要。

柵をつけて強化ココから侵入

・住居周りの外灯や玄関周りの
環境は?犯人が隠れるスペース
はないか?

・視認性の無い場所は裏庭。
犯人は余裕をもって侵入できる。



⑤住居第二次～三次防衛線

住居（事務所）の選定方法

補助錠

窓 用 扉 用 扉 用

主寝室が最後の砦。
安心して寝れるよう、補助錠や機械警備で強化。

機械警備 当地の機械警備でも在宅警備ができ、メキシコでも多くの家庭で利用されている。
警備会社のマークがあるだけで抑止効果となる。

その他


