
在バングラデシュ

日本国大使館

大使公邸

凡例

：爆発

：衝突

：放火

：破壊行為

:発砲

の数字は別表「ダッカ市

内及び近郊におけるハルタル、

交通封鎖、抗議活動による被

害状況」の各事案の発生地の

番号に対応

ハルタル被害状況マップ

（2014年1月8日～2015年1月14日）

＜地図外での事案＞

ガジプール県トンギ：
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ダッカ市内及び近郊におけるハルタル、交通封鎖、抗議活動による被害状況（平成 26年 1 月 8

日～平成 27年 1月 14 日：報道取りまとめ）

在バングラデシュ日本大使館

平成 27年 1月 14 日

本マップ及びリストは、主要メディアにて報道された被害状況を取りまとめたものであり、実

際にはこれ以外にも報道されない事件・被害が発生していることにもご留意ください。

日付 時間帯 場所（括弧内の数字

はマップ上の位置）

概要 ラベル

2015/1/8 午前 Rampura(1) 小型爆弾 3発が爆発、オートリキシャに放火 爆発、放火

午後 Rampura(1) バス 2 台に放火 放火

午後 Nilkhet(2) バス１台に放火 放火

午後 Kotwali(3) バス 1 台に放火 放火

夜間 Dhanmondi（4） 判事宅に放火 放火

不明 Motijheel(5) バス１台に放火 放火

不明 Moghbazar(6) バス１台に放火 放火

2015/1/9 夜間 Mohammadpur(7) バス 1 台に放火、2名負傷 放火

夜間 Moghbazar(6) 車両 1 台に放火、1名負傷 放火

夜間 Rajarbagh(8) BNP 活動家と法執行機関との衝突 衝突

夜間 Banani(9) ホック法相宅に小型爆弾投擲 爆発

夜間 Baridhara(10) カナダ高等弁務官事務所前で小型爆弾爆発 爆発

不明 Kazipara(11) ICS 活動家がタイヤに放火、車両を破壊 放火、破壊

不明 Mirpur(12) ICS 活動家がタイヤに放火、車両を破壊 放火、破壊

不明 Tejgaon(13) バス 1 台と車両 1 台に放火 放火

不明 Postogola(14) 車両 1 台に放火 放火

不明 Bangsl(Dholaikal)

(15)

車両 1 台に放火 放火

不明 Pallab(Kalsi

Road)(16)

バス 4 台に放火 放火

2015/1/10 午前 Tejgaon(13) バスに放火、1 名負傷 放火

午後 Gulistan(17)

(Bangabandhu ave.)

アワミ連盟中央事務所前で小型爆弾爆発 爆発

夜間 Pallab(Kalsi 

Road)(16)

バス 1 台に放火 放火

夜間 Bangsal(15) 小型爆弾爆発で 1 名負傷 爆発

夜間 Gulshan（18） BNP 総裁事務所前で同党幹部の車両に放火 放火



夜間 Gulashan（18） BNP 幹部宅で小型爆弾爆発 爆発

不明 Rampura(1) BTV 敷地内に爆弾投擲 爆発

2015/1/11 午後 Shewrapara(19) バス 1 台に放火 放火

夜間 Paltan(20) バス 1 台に放火 放火

夜間 Segunbagicha(21) 外務省敷地内で小型爆弾爆発 爆発

夜間 Gulshan(18) BNP 幹部宅に発砲 発砲

夜間 Shantinagar(22） BNP 幹部宅に小型爆弾が爆発 爆発

2015/1/12 午前 Gulistan(17) バス 1 台に放火 放火

午前 Tongi(地図外) 車両 1 台に放火 放火

午前 Kuril(23) バス 1 台に放火 放火

午前 Ramna(Suhrawardy 

Udyan)(24)

カクテル爆弾 3 発が爆発 爆発

午後 ダッカ大学（Shaid 

Minar）(25)

カクテル爆弾が爆発し、複数名が負傷 爆発

夜間 Rajarbagh(8) 車両 1 台に放火 放火

夜間 Jatrabari(26) バス 4 台に放火 放火

夜間 Siddipui 

Bazar(Nawabpur)

(27)

車両に放火 放火

夜間 Lalbagh(28) バスに放火、小型爆弾が爆発 放火、爆発

不明 Azimpur(29) 小型爆弾が爆発 爆発

不明 Kotwali(Tanti 

Bazar)(3)

小型爆弾が爆発 爆発

不明 Tejgaon(13) バスに放火、小型爆弾が爆発 放火、爆発

不明 Bangsal(15) 小型爆弾が爆発 爆発

不明 Mirpur(12) バスに放火 放火

不明 Karwan bazar(30) バスに放火 放火

2015/1/13 午前 Dhanmondi バスに放火 放火

午前 Rampura(Banasree)

(1)

車両複数台に放火、破壊 破壊

午後 Islambagh(31) ナシム保健相出席の集会会場で小型爆弾 4 発

が爆発

爆発

夜間 Dhanmondi(4) バスに放火 放火

夜間 Bangla Motor(32) 小型爆弾 3発が爆発 爆発

夜間 Shantinagar(Bailey 

Road)(22)

小型爆弾が爆発 爆発

夜間 Banani(9) バスに放火 放火

夜間 Gulshan(18) グルシャン 2 サークル付近で、ラーマン BNP 発砲、放火



総裁顧問が銃撃を受け、車両に放火

夜間 Badda(Shahjadpur)

(33)

小型爆弾が爆発 爆発

不明 Gulshan(18) 小型爆弾が爆発 爆発

2015/1/14 午後 Dhanmondi(4) 車両 5 台に放火 放火

午後 Gulistan(17) バスに放火 放火

夜間 Kotwali(Bangla 

Bazar)(3)

小型爆弾の爆発で複数名が負傷 爆発

夜間 Kuril 

(Khilkhet)(23)

小型爆弾の爆発で複数名が負傷 爆発

夜間 Purana Paltan(34) 小型爆弾が爆発 爆発

夜間 Badda(33) 小型爆弾が爆発 爆発

不明 Mohammadpur

(Azadgate)(7)

車両に放火 放火

不明 Mirpur(12) 車両に放火 放火

不明 Nilkhet(2) 車両に放火 放火

不明 Dhaka 

University(Shahid 

Minar)(25)

野党活動家による小型爆弾の爆発 爆発


