
【総領事館からのお知らせ：安全対策情報等：３月】 

 

平成２５年３月１５日（総１３第０９号） 

在デンパサール日本国総領事館 

 

１ 治安情勢 

（１）バリ島においては、本年に入ってからはテロ等に関わる事件は発生していません

が、当国ではジャワ島やスラウェシ島、スンバワ島の一部でテロリストの摘発等が継

続されています。引き続き、テロ関連情報には御注意下さい。 

（２）バリ州では、各地の青年団や政治団体等の間で勢力争いにより抗争が発生する

事例が時折見られます。本年５月１５日に行われる州知事選挙についても、各候補者

の支持者や支持団体間の勢力争いが今後熱を帯びてくることが予想されます。これら

の動きについても念のため御留意下さい。 

 

２ 一般情勢 

（１） 強盗・空き巣 

デンパサール市内やクタ地区等においては、強盗、空き巣被害が散発的に発生して

います。２月１８日、南クタ地区において、韓国人の住居に強盗が侵入し、同韓国人が

刃物で刺される事件が発生しています。 

（２） 狂犬病 

ニュピ（３月１２日）前日から当日にかけて、タバナン県において数十人が犬に噛ま

れてタバナン病院を受診しましたが、ワクチンの在庫がなく、急遽バドゥン病院まで受

診したことが報道されています。犬に咬まれる事案は継続的に発生していますが、狂

犬病は犬だけでなく、猿、猫、ネズミ等からも感染することがありますので、これらの動

物に咬まれた場合は、傷口を石鹸水で洗うとともに、即刻ワクチン接種を受けることが

重要です。 

（３） 麻薬・薬物への注意 

３月９日、ングラ・ライ国際空港において、マレーシアから帰国し、覚醒剤２．５㎏をス

ーツケースの中に隠して持ち込もうとしたインドネシア人が逮捕されました。同覚醒剤

２．５㎏は末端価格５０億ルピア相当となり、刑罰として、死刑又は禁固５年～２０年の

適用が法律で定められている由です。麻薬・薬物には絶対に手を出すことがないよう

に注意して下さい。 

（４） 道路・交通事情 

バリ州内の道路事情について、報道によれば、現在、約２割の道路が修繕の必要な

状態にある由です。道路の修繕は各県の政府に任されているものの、修繕のための

必要な予算が不足しているとのことです。また、本年のＡＰＥＣ首脳会議に向けた空港

からヌサ・ドゥア地区への高速道路建設や主要幹線道路の工事も行われていますが、

これらの工事が完了する予定の７月頃までは、交通渋滞が継続することが見込まれて

います。 

 



３ 邦人事故・事件関連 

（１） ウブド周辺における邦人旅行者等に対する詐欺被害 

最近、邦人旅行者等から、ウブド周辺において、日本語が堪能なインドネシア人から

言葉巧みに誘われて、高価な品物を購入してしまったり、バリの儀式を本来より法外な

値段で受けてしまったりして詐欺被害にあったとの相談が寄せられています。当地で

は、警察に相談しても、詐欺事案としての立件が難しい場合もあります。親切を装い、

また言葉巧みに旅行者を誘う事案が発生していることは残念なことですが、このような

事例の発生を踏まえて、日本語が堪能であるからと言って安心せず、同様の被害に遭

わないように十分に御注意下さい。 

 

（２） 到着ビザ購入を巡る事案 

 ２月上旬に家族でバリ島を来訪された邦人旅行者から、ングラ・ライ国際空港到着時

の入国ビザ購入の際に、３人分の７５ドルを窓口職員に支払ったにもかかわらず、領

収書は２人分の２枚しかもらえず、その後列を外れた後にそれに気づいて抗議したが

受け入れてもらえず、結局さらに２５ドルの支払を余儀なくされたとして、当館に相談が

ありました。 

 上記を受けて、当館から、同空港で到着ビザ支払窓口を管理しているＢＲＩ銀行クタ支

店長に事実確認の申し入れを行いました。同支店長は、上記事案で対応した職員への

調査を行った結果として、集金合計金額と到着ビザ購入証明書半券の数が合致してお

り、同職員が不正行為を行った証拠は確認できなかったとの回答がありました。 

 このような事案については、事後的に事実関係の立証が難しい場合があります。到

着ビザ購入の際には、上記のような事案が発生していることを踏まえ、その場で領収

書の枚数の確認等を行うことをお勧めします。 

 

（３） 主要連絡先の改訂 

当館が定期的に発行している「安全の手引き」巻末の主要連絡先について、実際に

連絡可能かどうか調査の上、改訂を行いました。外務省海外安全ホームページ

http://www.anzen.mofa.go.jp/manual/denpasar.html#s_sankou に掲載されている「安全

の手引き」記事は 3月末ごろに更新される予定です。 

 

主要連絡先 

１． バリ州 

（１）州政府 

◯バリ・クライシス・センター（２４時間、英語可、災害、交通事故、救急車、消防車、警察

への通報） 

  電話：０３６１－２５１－１７７ 

（２）警察（２４時間） 

○バリ州警察本部（Polda Bali） 

    電話：０３６１－２２２－２００ 

    電話：０３６１－２２７－７１１ 

http://www.anzen.mofa.go.jp/manual/denpasar.html#s_sankou�


    緊急：０３６１－２３３－１８８（注：デンパサール市及びバドゥン県地域対象） 

○観光警察（Tourist Assistance Center） 

電話：０３６１－２２４－１１１（注：英語可） 

○デンパサール警察署（Polresta Denpasar） 

    電話：０３６１－８４４－８９０２ 

○バドゥン警察署（Polres Badung） 

    電話：０３６１－８２９－９２７ 

○タバナン警察署（Polres Tabanan） 

    電話：０３６１－８１１－２１０ 

○ギアニャール警察署（Polres Gianyar） 

    電話：０３６１－９４３－１１０ 

○ブレレン警察署（Polres Buleleng） 

    電話：０３６２－２２５１０ 

○バンリ警察署（Polres Bangli） 

 電話：０３６６－９３１１０ 

○クルンクン警察署（Polres Klungkung） 

 電話：０３６６－２１１１５ 

○カランアスム警察署（Polres Karangasem） 

 電話：０３６３－２１２２０ 

○ジェンブラナ警察署（Polres Jembrana） 

 電話：０３６５－４１１１０ 

 

（３）消防 

  ○デンパサール・バドゥン消防コールセンター 

（Call Center Pemadaman Kebakaran Denpasar dan Badung） 

 電話：０３６１－１１３ 

  ○デンパサール消防署（Posko Pemadaman Kebakaran Denpasar） 

電話：０３６１－２２３３３３ 

○バドゥン県消防署（Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Badung） 

電話：０３６１－４１１３３３ 

○タバナン県消防署（Kantor Pemadam Kebarakan Kab.Tabanan）    電話：０３６１－８１２１

１３ 

○ギアニャール消防署（Posko Pemadam Kebakaran Kab.Gianyar）   電話：０３６１－７８４４

７１６ 

○バンリ消防署（Pemadam Kebakaran Kab.Bangli） 

電話：０３６６－９２８６９ 

○クルンクン消防署（Pemadam Kebakaran Kab.Klungkung） 

電話：０３６６－８８６５５ 

○カランアスム消防署（Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Kab.Karangasem）電話：

０３６３－２２１２５ 



○ブレレン消防署（UPT Pemadam Kebakaran Kab.Buleleng） 

電話：０３６２－２１１１３ 

○ジュンブラナ（Posko Pemadam Kebakaran Kab.Jembrana） 

電話：０３６５－４１１１３ 

 

（４）救急車 

○デンパサール市 

デンパサール市コールセンター（Call Center Kota Denpasar） 

電話：０３６１－２２３３３３ 

バリ赤十字(PMI Bali) 電話：０３６１－４８３４６５ 

デンパサール赤十字(PMI Denpasar) 電話：０３６１－４８０２８２ 

国立サンラ中央病院 電話：０３６１－２２７９１１ 

○バドゥン県 

県立バドゥン病院 電話：０３６１－９００６８１２ 

赤十字 電話：０３６１－４８４３０５ 

○タバナン県 

県立タバナン病院 電話：０３６１－８１１０２７ 

赤十字 電話：０３６１－８１２７８０ 

○ギアニャール県 

サンジワニ病院 電話：０３６１－９４３５２４ 

赤十字 電話：０３６１－９４２０７６ 

○バンリ県 

県立バンリ病院 電話：０３６６－９１５２１、９１００２ 

赤十字 電話：０３６６－９１２０１ 

○クルンクン県 

県立クルンクン病院 電話：０３６６－２１１７２（注：同院から別病院への搬送のみで、同

院から患者を迎えに行くことはしない） 

赤十字 電話：０３６６－２１４４２ 

○カランアスム県 

県立カランアスム病院 電話：０３６３－２１０１１ 

赤十字 電話：０３６３－２１７８９ 

○ブレレン県 

県立ブレレン病院 電話：０３６２－２２５７３ 

赤十字 電話：０３６２－２２５７３ 

○ジュンブラナ県 

県立ネガラ病院 電話：０３６５－４１００６ 

赤十字 電話：０３６５－４１２８４（注：平日０７：００－１５：００） 

 

２．西ヌサ・トゥンガラ州 

（１）警察（２４時間） 



○西ヌサ・トゥンガラ地方警察本部（Polda NTB） 

電話：０３７０－６４７４１３ 

  ○マタラム警察署（Polresta Mataram） 

電話：０３７０－６３１２２５ 

（２）消防 

  ○マタラム市合同消防署（Satuan Pemadaman Kebakaran Kota Mataram） 

電話：０３７０－６４５８７２ 

（３）救急車 

○西ヌサ・トゥンガラ州立総合病院（RSU Provinsi NTB） 

電話：０３７０－６２２２５４ 

○マタラム病院（RSU Mataram） 

電話：０３７０－６２３８７６ 

○西ヌサ・トゥンガラ地方赤十字（PMI Daerah NTB） 

電話：０３７０－６２３８８５ 

 

３．東ヌサ・トゥンガラ州 

（１）警察（２４時間） 

○東ヌサ・トゥンガラ地方警察本部（Polda NTT） 

電話：０３８０－８２１８９６２4時間、インドネシア語） 

  ○クーパン警察署（Polresta Kupang） 

電話：０３８０－８０３１４０ 

（２）消防 

○クーパン市消防署（Pemadaman Kebakaran Kota Kupang） 

電話：０３８０－８２１４６７ 

（３）救急車 

○東ヌサ・トゥンガラ州立総合病院（RSU Provinsi NTT） 

電話：０３８０－８２１７０５ 

○クーパン病院（RSU Kupang） 

電話：０３８０－８２１３５６ 

 

４．日本人スタッフのいる医療機関 

ＢＩＭＣ      （救急車あり）    ０３６１－７６１－２６３ 

 ＳＯＳインターナショナルクリニック 

（救急車あり）    ０３６１－７１０－５０５ 

 カシ・イブ病院   （救急車あり）    ０３６１－２２３－０３６ 

 スルヤ・ウサダ病院 （救急車あり）    ０３６１－２６５－１６５ 

 タケノコ診療所              ０３６１－７８０－８０９４ 

 共愛ヘルスケア              ０３６１－７６６－５９１ 

バリ・シローム病院 （救急車あり）    ０３６１－７７９－９００ 

 



５．ラジオ放送等 

（１）ＮＨＫ国際放送の周波数表 

ＮＨＫワールド ラジオ 日本語短波放送（平成２５年１月現在） 

放送時間（日本時間） 周波数（ｋＨｚ） 

６：００－７：００ ６０７５ 

７：００－８：００ １１６６５ 

１１：００－１２：００ １１８６０（シンガポール中継） 

１２：００－１４：００ １７８１０ 

１７：００－１９：００ １１７４０（シンガポール中継） 

１８：００－０：００ １１８１５ 

詳細はＮＨＫホームページを参照してください。 

 http://www.nhk.or.jp/nhkworld/japanese/ 

 

（２）在デンパサール日本国総領事館緊急ＦＭ放送 

90.50MHz(予備 90.40MHz) 

    注）緊急時の放送ですので、日常は放送しておりません。 

以上 

http://www.nhk.or.jp/nhkworld/japanese/�

