外出時等の安全対策に関する注意点について

今般，NYPD より，女性のための外出時等の安全対策に関する注意点につき情報提供があ
りました。
本件は性別に関わらず広く一般の方にも当てはまることから，以下のとおりお伝えしま
す。
１

ウォーキングの注意点

・常に所持品を意識し，ヘッドフォンで音楽等を聞きながら歩かないように注意する。
・バッグは肘の下に挟み込んで所持し，必要以外の現金やカードを持ち歩かない。
・人通りが多く，明るい道を選んで歩く。近道でも閑散としている通りは歩かない。
・誰かにつけられていると感じたときは，人のいない地域を避けて人通りの多い場所や近く
の商店に入る。
・夜の 1 人歩きを避け，可能な限り家族や友人等とともに移動する。
・暗がりの家屋・玄関や人が潜伏しているような場所を避け，歩道の縁石に近いところを歩
くように心がける。
・誰かに嫌がらせを受けても，相手にせずその場を立ち去る。反応を示すことが事態の悪化
につながる。
・車の運転者から声をかけられたり嫌がらせを受けたときは，逆方向に立ち去る。それでも
つけ回される場合は，安全な場所を探し，必要に応じて大声を上げる。
・緊急の連絡や 911 通報に備えて，携帯電話はいつでも使えるように準備し，所在を意識し
ておく。
・玄関先で鍵を探すことのないよう，事前に手元に準備しておく。
２

地下鉄，バスでの注意点

・人の少ない時間帯は，ホームの指定された場所で車両を待ち，乗員の乗っている車両を選
んで乗るよう心がける。バスを利用する際には，なるべく前方の座席に座る。
・特にラッシュ時の電車やバスの車内では，常に所持品を意識する。
・宝飾品や現金を見せないように注意する（強盗犯になる可能性のある者を刺激しない）
。
３

エレベーターでの注意点

・エレベーターを待つ際に，不快に感じるような人物が近くにいるときは，ロビーを離れて
次のエレベーターを待つ。
・エレベーターに乗り込む前に，防犯鏡の存在を確認する。
・不審な人物が乗り込んできたときは，すぐに外に出る。

・ボタンの前に立つように心がけ，もし不審な人物から声をかけられたときにはできるだけ
多くのボタンを押して近くの階でエレベーターを止める。
４

駐車場での注意点

・明るい場所に駐車する。
・車に乗り込む前に，後部座席に人が居ないかなど異常の有無を確認する。
・商品や荷物などは，外から見えない場所に置く。
・バンやトラック等の大型車両が隣に駐車しているときは，周りから自分が見えなくなるこ
とを意識する。
・給油の際は，助手席ドアをロックして窓を閉める。外から目につく場所にバッグ等を置か
ない。
・車が急に故障するのを避けるため，日頃から車両のメンテナンスに心がけるとともに，ガ
ソリンは常に満タンにしておく。
５

バー，ナイトクラブでの注意点

・バーやナイトクラブでは，バッグを椅子にかけたり，隣の椅子や床に置くのを避け，膝の
上で保持する。
・乱れているような人物から酒の提供を受けることの無いよう注意し，自分の飲み物を長時
間放置しない。
・友人とペアを組み，お互いの様子に注意する。
・十分なタクシー料金を確保するとともに，タクシー乗車前に登録番号を記録する癖を身に
つける。
６

詐欺の手口を知る

・演劇，音楽，スポーツイベント等の偽チケットが，路上やネット上で販売されている事実
を知る。
・路上に落ちているお金を指しながら，貴方が落としたと教えてくれる人物は，貴方がお金
を拾う隙に貴方の荷物を狙っている可能性がある。
・マスタードやケチャップを他人の服に付着させ，汚れていると告げて拭き取るのを手伝う
隙に，荷物を狙う手口がある。
７

ホテルでの注意点

・予定の無い訪問者には十分注意する。求めていないルームサービスや作業員等が部屋に来
た際は，絶対にドアを開けない。不審な人物の来訪はフロントに連絡する。
・ホテルの従業員であることが確実でないときには，荷物を預けないよう注意し，荷物を預
ける際にはレシートを確実に受領する。空港やタクシー等では，荷物を放置しない。

・車両サービスを利用する際は，当該サービス会社に直接連絡して利用する。依頼もしてい
ないのに目的地に連れて行ってくれる車両には，絶対に乗らない。路上で客を拾うことがで
きるのは，イエローキャブのみである。
８

常に忘れない

・自分の直感を信じる。もし何かおかしいと感じるときは，おそらく何かがある。良すぎる
話は要注意。
【以下，NYPD から提供のあった原文】
WALKING:
・Be alert and aware of your surroundings at all times.

Don’t walk on the street

with headphones because you can’t hear someone coming up behind you.
・Carry your bag close to your body in the bend of your elbow and carry only the
amount of cash or credit cards necessary to make your purchases.
・Travel on populated, well-lit streets.

Don’t take shortcuts thru isolated

areas. If you suspect you are being followed, stay away from deserted blocks and
head for an area where people are or the nearest store.
・Avoid walking alone at night, if possible, travel with a friend.
・Walk closer to the curb to avoid passing too close to dark doorways, shrubbery
or other dark places of concealment.
・Should someone attempt to harass you, just keep on walking. Responding to this
kind of behavior could escalate the situation.
・Should a motorist bother you while you are walking, reverse your direction.

If

you are still being followed, seek a safe location and yell for help, if
necessary. Do not be afraid to use your voice; it is the best weapon you have.
・Have your cell phone handy and always know your location in case of an emergency
and you must call 911.
・Don’t wait until you have reached your front door to look for your keys.

Have

them ready in your hand.
SUBWAYS & BUSES:
・During Off Peak Hours:Use designated waiting areas and ride in the conductor’s
car.
Sit near the front of the bus.
・Be particularly aware of your bag in crowded situations, such as rush hour trains

and buses.
・Do not display jewelry or cash, as this may attract potential robbers.
ELEVATORS:
・When waiting for an elevator and someone makes you feel uncomfortable; leave the
lobby and wait for the next elevator.
・Check the elevator’s mirror before entering.
・Exit the elevator if someone enters that makes you feel uneasy.
・When in the elevator, stand by the control panel; if accosted, press as many
buttons as possible to get the elevator to stop at the next floor.
PARKING LOTS:
・Park in well lighted area.
・Always check the rear seat area of car before entering.
・Put presents or packages out of sight.
・If a van or truck is parked next to your car, be cautious before entering for
you are out of public view.
・When getting gas, keep passenger doors locked and windows closed.

Do not leave

your bag on the seat in plain view.
・Maintain your car in good working order to avoid breakdowns. Make sure your gas
tank is full.
BARS / NIGHT CLUBS:
・When in a bar or night club, don’t leave your bag over the back of your chair,
on a stool, or on the

floor. Always place your bag on your lap.

・Do not accept drinks from anyone if you did not see them prepared and do not
leave your drink unattended for any period of time.
・Never leave your bag unattended.
・Arrange a buddy system with a friend and always watch after each other.
・Always carry enough money for a taxi and make sure you record the taxi car number.
SCAMS:
Be aware of “con artists”. Some of the scams to be aware of:
・Theatre, music, and sporting event tickets sold on the street or on the internet
may be counterfeit.
・Persons pointing to money, that you have supposedly dropped, who take your

briefcase and luggage when you bend down to pick up the money.
・Someone helping to “clean off” mustard or ketchup that has been squirted on
your jacket as a distraction to remove your wallet or other valuable items.
HOTELS:
・Be wary of unexpected persons coming to your hotel room. Never open the door to
unsolicited room service or maintenance people.

Contact the front desk if you

have any doubts.
・Make sure that luggage is only given to a member of the hotel’s bell staff and
a receipt is issued for stored luggage. Never leave luggage or other expensive
items unattended at airports or taxi stands.
・If you choose to use a car service, contact a specific company directly. Never
enter an unsolicited “car service” vehicle offering to take you to your
destination. Yellow medallion taxi’s are the only vehicles permitted to pick up
fares on the street.
REMEMBER:
・Follow Your Instincts: If something seems wrong, it probably is. If something
sounds too good to be true, it probably is.
******************************************************************
■ 本お知らせは，安全対策に関する情報を含むため，在留届への電子アドレス登録者，
「緊
急メール／総領事館からのお知らせ」登録者，外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配
信しています（本お知らせに関しては，配信停止を承れませんのでご了承願います。）
。
■ 本お知らせは，ご本人にとどまらず，家族内，組織内で共有いただくとともにお知り合
いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
■ 在留届，帰国・転出等の届出を励行願います。
緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。
以下のＵＲＬをご参照ください。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
■ 在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/
******************************************************************

