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平成 3 1年３月 2 9日

警 察 庁 警 備 局

警 備 企 画 課

「治安の回顧と展望（平成30年版）」訂正版の数値の更新について

警察庁警備局で作成した「治安の回顧と展望（平成30年版）」訂正版の本文中に掲載して

いる数値（特に記載のある場合を除いて、平成30年11月30日現在）を年間の数値に更新しま

した。該当部分の掲載箇所、更新内容（赤線部が更新箇所）は次のとおりです。

第１章 治安を取り巻く諸情勢

第２ 国内関係

６ 自然災害・気象に関する情勢

掲載箇所 更新前 更新後

30 11～16行目 同年中の台風の発生数は29件と昨年同期（11 同年中の台風の発生数は29件と昨年から２件

頁 月末）から４件増加したほか、接近数…は15件 増加したほか、接近数…は16件と昨年から倍増

と昨年から倍増した。…また、平成30年中の上 した。…また、平成30年中の上陸数は５件であ

陸数は５件であり、…の約２倍となった。 り、…の約２倍となった。

第２章 治安情勢

第１ 公安情勢

１ 右翼及び右派系市民グループ

(1) 右翼の抗議・糾弾活動

ア 抗議活動の状況

掲載箇所 更新前 更新後

32 12～15行目 右翼は、30年中（10月31日現在）、中国関連 右翼は、30年中、中国関連で延べ約850団体、

頁 で延べ約770団体、約1,730人、街頭宣伝車約540 約1,910人、街頭宣伝車約600台（29年：延べ

台（前年同期：延べ約550団体、約1,340人、 約630団体、約1,490人、街頭宣伝車約480台）

街頭宣伝車約420台）を動員し、街頭宣伝活 を動員し、街頭宣伝活動等を行った。

動等を行った。

32 21～24行目 右翼は、30年中（10月31日現在）、韓国関 右翼は、30年中、韓国関連で延べ約1,730

頁 連で延べ約1,350団体、約3,000人、街頭宣伝 団体、約3,860人、街頭宣伝車約1,350台（29

車約1,090台（前年同期：延べ約1,240団体、 年：延べ約1,430団体、約3,160人、街頭宣

約2,740人、街頭宣伝車約920台）を動員し、 伝車約1,080台）を動員し、街頭宣伝活動等

街頭宣伝活動等を行った。 を行った。

32 29行目 右翼は、30年中（10月31日現在）、北朝鮮 右翼は、30年中、北朝鮮関連で延べ約1,110

頁 ～33頁２行目 関連で延べ約1,050団体、約2,380人、街頭宣 団体、約2,590人、街頭宣伝車約870台（29

伝車約790台（前年同期：延べ約1,340団体、 年：延べ約1,530団体、約3,840人、街頭宣

約3,380人、街頭宣伝車約1,060台）を動員し、伝車約1,200台）を動員し、街頭宣伝活動等

街頭宣伝活動等を行った。 を行った。

33 15～18行目 右翼は、30年中（10月31日現在）、政局関 右翼は、30年中、政局関連で延べ約980団

頁 連で延べ約890団体、約1,850人、街頭宣伝 体、約2,070人、街頭宣伝車約580台（29年

車約510台（前年同期：延べ約700団体、約 ：延べ約780団体、約1,750人、街頭宣伝車

1,580人、街頭宣伝車約440台）を動員し、政 約490台）を動員し、政府批判の街頭宣伝活

府批判の街頭宣伝活動等を行った。 動等を行った。
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イ 糾弾活動の状況

掲載箇所 更新前 更新後

33 30行目 平成30年中（10月31日現在）、街頭宣伝活 平成30年中、街頭宣伝活動の糾弾対象と

頁 ～34頁１行目 動の糾弾対象となった企業は、約160社（前 なった企業は、約190社（29年：約150社）

年同期：約120社）に上った。 に上った。

(2) 右翼の違法行為の取締り

掲載箇所 更新前 更新後

34 ８～14行目 平成30年中に発生した「テロ、ゲリラ」事件 平成30年中に発生した「テロ、ゲリラ」事件

頁 は…１件であり、同事件で右翼活動家ら２人を は…１件であり、同事件で右翼活動家ら２人を

逮捕した。 逮捕した。

…30年中（10月31日現在）は、右翼及びそ …30年中は、右翼及びその周辺者から拳銃

の周辺者から拳銃８丁（前年同期：０丁）を押 ８丁（29年：０丁）を押収した。

収した。

34 15～20行目 右翼による違法行為の検挙件数及び人員は、 右翼による違法行為の検挙件数及び人員は、

頁 29年（10月31日現在）の1,192件1,228人に対し、 29年の1,342件1,389人に対し、30年中は1,242

30年中（同期）は1,058件1,126人であった。 件1,315人であった。

30年中（10月31日現在）の検挙のうち、資 30年中の検挙のうち、資金獲得を目的と

金獲得を目的とした恐喝事件や詐欺事件等 した恐喝事件や詐欺事件等の検挙は171件

の検挙は157件194人に上り、道路交通法違 209人に上り、道路交通法違反を除く全検

反を除く全検挙件数（454件）の約35％を占 挙件数（534件）の約32％を占め、…

め、…

34 20～22行目 また、市民の平穏な生活を害する悪質な また、市民の平穏な生活を害する悪質な

頁 街頭宣伝活動に対しては、その内容や形態 街頭宣伝活動に対しては、その内容や形態

を捉え、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 を捉え、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

等により12件21人（前年同期：26件39人）を 等により15件24人（29年：28件47人）を検

検挙した。 挙した。

(3) 右派系市民グループをめぐる動向

ア 右派系市民グループ

掲載箇所 更新前 更新後

34 27～29行目 平成30年中（10月31日現在）、極端な民族 平成30年中、極端な民族主義・排外主義

頁 主義・排外主義的主張に基づき…全国におけ 的主張に基づき…全国におけるデモは約30

るデモは約30件行われた。 件行われた。

２ 極左暴力集団

(5) 極左暴力集団対策の推進

掲載箇所 更新前 更新後

39 26～30行目 警察は、平成30年中…、極左活動家８人を
変更なし

頁 検挙した。
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５ 大衆運動

(1) 沖縄県内における反基地運動

掲載箇所 更新前 更新後

45 22～26行目 沖縄県警察では、…警備に当たる警察官に暴

頁 行を加えた公務執行妨害罪等で９件延べ９人、

通行中の工事車両を妨害するなどした道路交通 変更なし

法違反で８件延べ８人等の合計20件延べ22人を

検挙した。

第２ 外事情勢

１ 北朝鮮

(3) 北朝鮮からの木造船漂着事案

掲載箇所 更新前 更新後

51 ５～６行目 北朝鮮からのものとみられる木造船の漂流・ 北朝鮮からのものとみられる木造船の漂流・

頁 漂着事案は…30年には既に169件が確認されてい 漂着事案は…30年には225件が確認された（海

る（海上保安庁調べ）。 上保安庁調べ）。

６ 不法滞在者対策

(1) 外国人入国者の動向

掲載箇所 更新前 更新後

60 11～12行目 30年上半期の偽変造旅券等行使による不法入 30年中の偽変造旅券等行使による不法入国等

頁 国等の検挙人員は14人と、前年同期（22人）よ の検挙人員は22人と、29年（44人）より22人

り８人減少した。 減少した。

61 10～13行目 このような情勢の中…30年上半期の来日外国 このような情勢の中…30年中の来日外国人に

頁 人に係る出入国管理及び難民認定法違反の送致 係る出入国管理及び難民認定法違反の送致人員

人員と同法第65条による入国警備官への引渡し と同法第65条による入国警備官への引渡し人員

人員の合計は1,994人（暫定値）と、前年同期 の合計は4,337人と、29年（3,642人）より695

（1,782人）より212人増加した。 人増加した。

第３章 警備実施

第３ 自然災害等への対応

２ 地震による被害

掲載箇所 更新前 更新後

86 19～20行目 地震による人的被害（10月31日現在）は、死 地震による人的被害は、死者46人、負傷者

頁 者46人、負傷者1,204人であった。 1,206人であった。
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３ 大雨による被害

掲載箇所 更新前 更新後

87 20～21行目 平成30年中の大雨による人的被害（10月31日 平成30年中の大雨による人的被害は、死者

頁 現在）は、死者223人、行方不明者９人、負傷 221人、行方不明者９人、負傷者407人であっ

者397人であった。 た。

88 １～２行目 この平成30年７月豪雨で死者221人、行方 この平成30年７月豪雨で死者221人、行方

頁 不明者９人、負傷者428人の被害が発生した。不明者９人、負傷者433人の被害が発生した。

（注１） 87頁において、死者数が減少していますが、これは、10月31日現在の死者「223人」のうち２人について、その後、

都道府県の災害認定が取り消されたものです。

（注２） 88頁の負傷者「428人」（更新前）及び「433人」（更新後）は消防庁調べの数値であり、ここには台風第７号による負

傷者数も含まれています。

４ 台風による被害

掲載箇所 更新前 更新後

88 12～14行目 平成30年中は、29個の台風が発生し、うち５ 平成30年中は、29個の台風が発生し、うち５

頁 個が日本に上陸し、15個が接近した。台風によ 個が日本に上陸し、16個が接近した。台風によ

る人的被害（10月31日現在）は、死者19人、負 る人的被害は、死者20人、負傷者1,385人であ

傷者1,355人であった。 った。

以 上


