平成29年年表

１月
国

際

情

勢

１

北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は、施政方針に当たる「新年の
辞」で、「第７回党大会の決定貫徹」を掲げ、「米国等の核の威嚇
等が続く限り、核武力を中枢とする国防力と先制攻撃能力を引き続
き強化する」などと主張

２

中国国防部は、「中国初の空母「遼寧」が南シナ海で艦載戦闘機
「殲15」や艦載ヘリコプターの発着訓練を実施した」と発表

４

中国共産党の汚職摘発部門である中央紀律検査委員会は、天津市
前トップの黄興国前天津市党委員会代理書記兼市長について、巨額
の収賄等重大な規律違反があったとして、「党籍剥奪と公職追放の
処分を決定した」と発表

国

内

情

勢

６

米政府は、2016年の同国大統領選挙に影響を与えたとされるサイ
バー攻撃について、「ロシアのプーチン大統領が指示した」とする
報告書を公表
６ 中国の習近平総書記は、中央紀律検査委員会の全体会議で、「党
内監督と規律建設を強化し、反腐敗闘争を深化させ、厳格な党内統
治の仕組みを増強し続ける」と演説

９

政府は、2016年末に韓国の市民団体により在釜山日本国総領事館
に面した歩道に慰安婦像が設置されたことを受け、駐韓大使らの一
時帰国措置を実施

11

米財務省は、北朝鮮で拷問や言論統制等の人権侵害に関与したと
して、「金正恩朝鮮労働党委員長の妹・金与正朝鮮労働党宣伝扇動
部副部長及び金元弘国家保衛相ら７人と２組織を米国内に保有する
資産を凍結するなどの制裁対象に指定した」と発表

12

在日本大韓民国民団（民団）中央本部の呉公太団長は、都内で開
かれた民団の新年会で、韓国の在釜山日本国総領事館前に設置され
た慰安婦像について、「撤去すべきだというのが、私たち在日同胞
の共通した切実な思いだ」と言及
12 習近平国家主席は、ベトナムのグエン・フー・チョン共産党書記
長と会談。両首脳は、中越関係の健全で安定的な発展を目指す立場
で一致
14

北朝鮮の労働新聞は、金正恩朝鮮労働党委員長の「新年の辞」を
受け、「自力自強の威力で全人民総突撃戦を展開し、第７回党大会
の決定貫徹で画期的な前進を遂げるべき」、「自力自強の威力は科
学技術によって保証される」などと主張する社説を掲載

16

習近平国家主席は、訪問中のスイスでロイトハルト大統領と会談。
両国は、経済、エネルギー、観光等10分野での２国間協力に関する
合意文書に調印

18

ロシアとトルコの空軍は、シリアでＩＳＩＬに対する初の共同空
爆を実施

20

ドナルド・トランプ氏が第45代米国大統領に就任

24

シリア内戦の和平協議が、カザフスタンの首都アスタナで開かれ、
「ロシア、トルコ、イランによる停戦監視の仕組みを構築する」と
した共同声明を発表

25

韓国慶尚北道の金寛容知事が竹島に上陸し、韓国の領有権を主張

30

米ＦＯＸニュースは、「イランが29日に中距離弾道ミサイルの発
射実験を実施し、ミサイルは約1,000キロメートル飛行し大気圏外
から再突入する際に爆発した」と報道

18

原子力規制委員会は、九州電力玄海原子力発電所３、４号機につ
いて、新規制基準の合格証に当たる審査書を正式決定

20

政府は、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定の締結につい
て閣議決定するとともに、協定の寄託国であるニュージーランドへ
国内手続の完了に関して通報

22

沖縄県宮古島市長選挙で、下地敏彦氏（無所属・現）が、翁長雄
志沖縄県知事等の「オール沖縄」の支援を受けた奥平一夫氏（無所
属・新）らを破り、３期目の当選

31～2/5 翁長沖縄県知事は訪米し、下院議員らと面会して普天間飛
行場の名護市辺野古への移設計画反対を主張
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１月
極

左

暴

力

集

団

12/28～1/4 革労協反主流派「越
年・越冬闘争」（４都府県）

外 事 ・ 国 際 テ ロ
１

トルコ・イスタンブールのナ
イトクラブで、新年を祝うため
に集まっていた客に向けて男が
銃を乱射し、39人が死亡、69人
が負傷

２

イラク・バグダッドのシーア
派住民が多く居住するサドル・
シティーで、自動車爆弾による
自爆テロが発生し、39人が死亡、
57人が負傷

12/31～1/2 革労協主流派「第32
回福岡日雇い越年越冬団結まつ
り」（福岡）

４

９

三里塚芝山連合空港反対同盟
北原グループ及び支援極左「1･9
新年団結旗開き」（千葉）
10 革マル派非公然アジトを摘発
（警視庁、神奈川）

中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
８ 中国公船３隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
９ 防衛省は、「中国空軍機計８
機が対馬海峡の上空を往復した」
と発表
10 防衛省は、「中国軍のフリゲ
ート艦２隻と補給艦１隻の計３
隻が対馬海峡を通過し東シナ海
に抜けた」と発表
11 世耕弘成経産相兼ロシア経済
分野協力担当は、モスクワでロ
シアのシュヴァロフ第一副首相
と会談し、2016年に日本が提案
した「８項目の経済協力プラン」
の具体化に向けて協議

12/29～1/2 オウム真理教上祐派
が、南烏山施設において集中セ
ミナー（後半）を開催
(前半12/23～25)

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護
４

安倍晋三首相「伊勢神宮」参
拝に伴う警護（三重）

11

安倍首相「新潟県」訪問に伴
う警護

12/29～1/3 オウム真理教主流派
が、八潮大瀬施設等７都道府県
７ か 所 に お い て 集 中 セ ミナ ー
（前半）を開催

４

共産党「党旗びらき」（東京）

６～９ オウム真理教主流派が、
八潮大瀬施設等７都道府県７か
所において集中セミナー（後半）
を開催

12

公安調査庁の立入検査に際し
て、検査を困難な状況にしたオ
ウム真理教主流派出家信者５人
を無差別大量殺人行為を行った
団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律違 反
（検査忌避）で逮捕（愛知）

12～17 安倍首相「東南アジア及
び豪州」歴訪に伴う警護
（フィリピン、豪州、インドネ
シア、ベトナム）

16
15

革労協反主流派「日雇い労働
者全国総決起集会」（東京）

15

中核派（関西反中央派）系
「阪神淡路大震災22周年集会」
（兵庫）

18

道路運送法違反で中核派（党
中央）活動家３人を逮捕
（埼玉）

中国外交部報道官は、安倍首
相が訪問先のフィリピン、イン
ドネシア、オーストラリアで南
シナ海問題を提起したことにつ
いて、「日本の指導者は全力を
傾けて離間を唆し、地域の緊張
を誇張している。日本側のやり
方は陰険で、極めて不健全な心
理だ」と発言
17 中国外交部報道官は、日本の
ビジネスホテルチェーンが南京
大虐殺を否定する書籍を客室内
に置いていることについて、
「日本の一部の人たちが歴史を
正視し、深刻に反省することを
促す」と発言
18 マリ・ガオの軍基地内で、自
動車爆弾による自爆テロが発生
し、77人が死亡、100人以上が
負傷

共産党・大衆・労働・オウム等

22

中国公船３隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入

19

「安倍政権の暴走止めよう！
自衛隊は南スーダンからただち
に撤退を！1･19国会議員会館前
行動」（東京）

20

共産党・志位和夫委員長らが、
第193回通常国会の開会式に出
席（東京）

22

警察官に暴行を加えた公務執
行妨害罪で2020年東京オリンピ
ック・パラリンピック競技大会
に反対するデモに参加した男を
逮捕（東京）

26

共産党「総選挙・都議選闘争
本部」を設置

23
24

有印私文書偽造・同行使罪で
革労協反主流派非公然活動家２
人を逮捕（警視庁）
24 免状不実記載罪で革労協主流
派活動家１人を逮捕
（福岡、岡山）

29

公務執行妨害罪で中核派（党
中央）系全学連活動家１人を逮
捕（京都、宮城）
29 中核派（党中央）「革共同沖
縄政治集会」（沖縄）

中国外交部報道官は、日本の
ビジネスホテルチェーンの代表
が南京大虐殺を否定する書籍を
客室から撤去しない方針を示し
たことについて、「日本の一部
の人間が歴史上の犯罪行為をリ
セットしようと焦るほど記憶を
呼び起こし、中国民衆の強烈な
憤慨を引き起こしている」と非
難
25 ソマリア・モガディシュのホ
テルで、自動車爆弾による自爆
テロが発生。その後、４人の武
装グループが同ホテルを襲撃し、
28人が死亡、43人が負傷

15～18 共産党「第27回党大会」
（静岡）

15

右翼団体「日本共産党第27回
党大会」批判街宣（静岡）

30～2/3 天皇皇后両陛下「葉山
御用邸」御静養に伴う警衛
（神奈川）
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潘基文前国連事務総長は、韓国大統領選への不出馬を表明
韓国統一部は、「１月中旬頃、北朝鮮の金元弘国家保衛相が、朝
鮮労働党組織指導部の調査を受け、大将から少将に降格された後、
解任された」と発表

８

ロシアのキーロフ州の裁判所は、横領罪に問われた反政権運動指
導者ナヴァリヌイ氏に対し、執行猶予付き禁錮５年を言渡し

９

中国の習近平国家主席は、米国のトランプ大統領と電話で協議。
トランプ大統領は、習近平国家主席の要請に応じて「一つの中国」
の原則を尊重すると同時に、早期に会談することで合意

12

政府は、「北朝鮮が午前７時55分頃、北朝鮮西岸から弾道ミサイ
ル１発を東方向に発射し、同ミサイルは約500キロメートル飛翔し
て日本海に落下したと推定される」と発表

６

政府は、普天間飛行場の名護市辺野古沿岸部への移設に向け、汚
濁防止膜を固定するためのコンクリートブロックの海中投下作業に
着手

12

沖縄県浦添市長選挙で、松本哲治氏（無所属・現）が、翁長雄志
沖縄県知事等の「オール沖縄」の支援を受けた又吉健太郎氏（無所
属・新）を破り、２期目の当選

19

北朝鮮による拉致被害者「家族会」及び支援組織「救う会」は、
都内で合同会議を開催し、拉致問題を最優先とし、平成29年中に全
ての被害者を救出することを政府に強く求めていく運動方針を決定

13

国連安全保障理事会は、北朝鮮による12日のミサイル発射を受け
て緊急会合を開催し、北朝鮮のミサイル発射を強く非難する報道声
明を全会一致で採択
13 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の異母兄・金正男氏が、クアラ
ルンプール国際空港で殺害
14

中国新疆ウイグル自治区ホータン地区グマ県で、３人組が刃物を
振り回して集落を襲い、５人が死亡、５人が負傷。襲撃した３人は、
その場で公安当局が射殺

16

ロシアのラヴロフ外相が、ドイツ・ボンで米国のティラソン国務
長官とトランプ政権発足後初めて会談し、ウクライナ問題やシリア
問題等で協力を目指すことで一致

17

朴槿恵韓国大統領の友人による国政介入疑惑を調べていた特別検
察官は、サムスングループの事実上のトップである李在鎔サムスン
電子副会長を贈賄や国会での偽証等５つの罪で逮捕

18

中国商務部は、2016年９月の北朝鮮による核実験を受けて、「国
連安保理決議2321号を履行するための措置として、北朝鮮産の石炭
の輸入を19日から12月31日まで一時的停止する」と発表

21

国連安全保障理事会制裁委員会は、安保理決議2321号に基づいて
各国に北朝鮮から輸入した石炭の数量の報告を求めた結果、2016年
11月末から12月末の北朝鮮による石炭輸出が、同決議で設定した上
限に対し、金額で約3.5倍、量で約２倍であったこと示す統計を公
表

22

中国北京市の中心部にある中国共産党の機関が入るビル周辺で、
中国各地から集まった退役軍人ら数百人が抗議活動を実施

22

原子力規制委員会は、関西電力大飯発電所３、４号機の安全対策
の基本方針が新規制基準に適合すると認める審査書案を了承

23

北朝鮮の朝鮮中央通信は、金正男氏殺害に関し、「朝鮮法律家委
員会報道官が22日付けの談話で、「最も大きな責任はマレーシア政
府にあるにもかかわらず、我が方を非難するのは厚顔無恥な行為」
などと述べた」と報道

22

拉致被害者家族等は、首相官邸で安倍晋三首相と面会し、北朝鮮
による拉致被害者「家族会」及び支援組織「救う会」が19日に決定
した「今後の運動方針」を手交

28

福島県沖を震源とする地震が発生し、宮城県岩沼市、福島県相馬
市、南相馬市、楢葉町、双葉町において震度５弱を観測

26

ロシアの反プーチン政権の野党指導者ネムツォフ元第一副首相が
殺害されてから２年を迎え、モスクワの中心部で行われた追悼デモ
に約１万5,000人が参加
27 中国の楊潔篪国務委員は、ホワイトハウスでトランプ大統領と面
会。中国外交部は、「トランプ大統領が中国との協力関係を重視し
ていく考えを伝えた」と発表
27 中国外交部報道官は、韓国の財閥ロッテグループがターミナル段
階高高度地域防衛システム（ＴＨＡＡＤ）の配備のための用地を韓
国政府に提供することを決めたことについて、「断固たる反対と強
烈な不満」を表明
27 北朝鮮の核問題をめぐる６か国協議の日米韓３か国の首席代表に
よる会合が、米国ワシントンで開催され、核・ミサイル開発を進め
る金正恩朝鮮労働党委員長の体制について、「強力な国際的圧力が
必要」とする共同声明を発表

3

２月
極

左

暴

力

集

団

外 事 ・ 国 際 テ ロ

５

在日中国人ら約100人が、都
内でビジネスホテルチェーンが
南京大虐殺を否定する書籍を客
室に置いていたことに抗議する
デモを実施

６

中国公船３隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入

７

中国外交部報道官は、尖閣諸
島が日米安全保障条約第５条の
適用範囲に含まれているとの認
識を米国が示したことについて、
「日本側がこの問題において何
度も外部の支持を求め、その援
助を頼りとしているのは徒労だ」
と反発

８

11

極左各派「建国記念の日粉砕
闘争」（11都府県）

12

革マル派「2･12労働者怒りの
総決起集会」（東京）

共産党・大衆・労働・オウム等

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

３～５ 日教組「第66次教育研究
全国集会」（新潟）

３～５ 右翼団体「日教組第66次
教育研究全国集会」批判街宣
（新潟）

７

共産党「幹部会」（東京）

７

７

共産党「全国都道府県委員長
会議」（東京）

ロシア政府は、「北方領土の
歯舞群島や色丹島近くの３つの
無人島に、旧ソ連軍幹部等の名
前を付けた」と公表

右翼団体「北方領土の日」を
めぐり北方領土返還等を主張す
る街宣（15都府県）

９～13 安倍首相「米国」訪問に
伴う警護

11

右翼団体「建国記念の日」を
めぐり奉祝街宣、神社参拝、奉
祝式典参加（33都道府県）

12～13 中核派（党中央）系「2･
12国鉄集会」（９都道府県）
15

詐欺罪で中核派（党中央）活
動家１人を逮捕（神奈川）
16

19

革労協主流派「革労協中央政
治集会」（東京）

パキスタン・シンド州のスー
フィズムの宗教施設で、自爆テ
ロが発生し、同施設を訪れてい
た88人が死亡、150人が負傷

18

中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
18 米国ノースカロライナ州の連
邦刑務所で、服役していたイス
ラム過激派オマル・アブデル・
ラフマンが病死
20

26

有印私文書偽造・同行使罪で
革労協反主流派非公然活動家２
人を逮捕（警視庁）

22

ロシアのショイグ国防相は、
「2017年中に北方領土を含む千
島列島に新たな師団を配備する」
と発表

18

「さようなら原発！2.18玄海
原発再稼働を許さない九州総決
起集会」（佐賀）

18～19 右翼団体「全教第34回定
期大会」批判街宣（東京）

18～19
全教「第34回定期大会」
（東京）

18～20 皇太子殿下「第８回アジ
ア冬季競技大会2017札幌大会開
会式」御臨場等に伴う警衛
（北海道）

19

24

革労協反主流派「革労協中央
政治集会」（東京）

「2･19総がかり行動－格差･
貧困にノー!!みんなが尊重され
る社会を！－」（東京）

22

右翼団体「竹島の日」をめぐ
り「竹島奪還」等を主張する街
宣（13都道府県）

26

右翼団体「2.26事件」記念日
をめぐり追悼街宣、墓参、法要
（11都府県）

「山城博治さんたちの即時釈
放を求める大集会」（沖縄）

26～27 皇太子殿下「第８回アジ
ア冬季競技大会2017札幌大会閉
会式」御臨場等に伴う警衛
（北海道）

28～3/6 天皇皇后両陛下「ベト
ナム」御訪問及び「タイ」お立
ち寄りに伴う警衛
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５

中国の第12期全国人民代表大会第５回会議が、北京市の人民大会
堂で開幕。中国の李克強首相は、2017年の経済成長率目標を「6.5
％前後」と表明し、2016年の目標（6.5％～７％）から引き下げた
が、「実際の運用の中で更に良い結果を求める」と付言
６ 政府は、「北朝鮮が午前７時34分頃、北西部の東倉里付近から４
発の弾道ミサイルを東方向に発射し、そのうち３発が日本の排他的
経済水域（ＥＥＺ）内に落下したと推定される」と発表
６ 中国国営新華通信社は、「2017年度の国防予算が前年度実績比７
％増の１兆443億9,700万元（約17兆２千億円）になった」と報道。
中国の国防費が１兆元を超えるのは初
７ 国連安全保障理事会は、北朝鮮が６日に弾道ミサイルを発射した
ことに対し、「安保理決議に対する重大な違反」と強く非難する報
道声明を発表
７ 北朝鮮の朝鮮中央放送は、６日の弾道ミサイル発射に関し、「訓
練には、有事の際に日本駐屯米帝侵略軍基地の打撃を担当する戦略
軍火星砲兵部隊が参加した」などと報道
８ 米軍のセルバ統合参謀本部副議長は、下院軍事委員会の公聴会で、
「ロシアが米国との中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約に違反して新
型巡航ミサイルを実戦配備した」と証言
10 韓国の憲法裁判所は、弾劾訴追された朴槿恵大統領に対し、罷免
を宣告
12 中国最高人民検察院の曹建明検察長は、「2016年に汚職事件で立
件した公務員は４万7,650人（前年比12.1％減）だった」と公表
15 米司法省は、2014年に米国インターネット検索ヤフーがサイバー
攻撃を受け、少なくとも５億件の個人情報が流出した事件で、ロシ
ア連邦保安庁（ＦＳＢ）職員２人を含む４人をハッキング等の罪で
起訴
16

安倍晋三首相と岸田文雄外相は、来日した米国のティラソン国務
長官と会談し、北朝鮮政策で日米が一致した立場を形成していくこ
とを確認
16 中国の習近平国家主席は、北京市の人民大会堂でサウジアラビア
のサルマン国王と会談。両国は、エネルギーや投資分野で総額650
億ドル（約７兆4,000億円）相当の経済協力で合意
19 朝鮮中央放送は、「国防科学院が新たに開発した「我々式の大出
力エンジン」の地上噴出実験が成功した」などと報道
19 習近平国家主席は、北京市の人民大会堂でティラソン国務長官と
会談。ティラソン国務長官は「できるだけ早く首脳会談を実施した
い」との米国のトランプ大統領の意向等を伝達
21 台湾の蔡英文総統は、高雄市の左営海軍基地で、潜水艦建造に向
けた設計に関する覚書調印式に出席し、「自主建造計画が正式に始
まった」と宣言
21 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の天野之弥事務局長は、米国紙ウォ
ール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、「北朝鮮が2010
年以降、寧辺のウラン濃縮施設の規模を倍増させた」と指摘
22 韓国国防省は、「北朝鮮が午前７時頃、東部の江原道元山付近か
ら弾道ミサイル１発を発射したが、空中で爆発して失敗したと推定
される」と発表
23 中国が主導する国際金融機関のアジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）
は、新たにカナダ、香港等13か国・地域の加盟申請を承認したと発
表。加盟国・地域数は、日米が主導するアジア開発銀行（ＡＤＢ）
の67か国・地域を上回る70か国・地域に増加
23 国連安全保障理事会は、北朝鮮による新型ロケットエンジンの燃
焼実験や弾道ミサイル発射に対し、「安保理決議の重大な違反」と非
難する報道声明を発表
24 国連人権理事会は、我が国及びＥＵが共同提出した拉致問題を含
む北朝鮮の組織的かつ広範で深刻な人権侵害を最も強い表現で非難
する北朝鮮人権状況決議を無投票採択
26 ロシアのモスクワやサンクトペテルブルク等各地で、反政権運動
指導者ナヴァリヌイ氏の呼び掛けにより「腐敗一掃」を訴えるデモ
が行われ、モスクワ市内には１万人以上が集結。治安当局はモスク
ワだけでナヴァリヌイ氏を含む500人以上を拘束
26 香港行政長官選挙で、林鄭月娥前政務官が当選
マレーシアのナジブ首相は、金正男氏の殺害事件に関連し、「北
朝鮮に足止めされたマレーシアの外交官と家族ら９人の帰国と引換
えに、金正男氏の遺体を北朝鮮に引き渡し、マレーシア国内の北朝
鮮人の出国を認めることで北朝鮮と合意に達した」との声明を発表
31 韓国検察は、崔順実被告と共謀した収賄等の容疑で朴槿恵前大統
領を逮捕し、ソウル拘置所に収容

21

政府は、テロ等準備罪を新設する「組織的な犯罪の処罰及び犯罪
収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定

23

北朝鮮による拉致被害者「家族会」、支援組織「救う会」及び拉
致議連は、都内で合同記者会見を開催し、平成29年中の拉致被害者
全員の救出等を求める拉致被害者救出運動20年声明を発表

24

稲田朋美防衛相は、南スーダンでの国連平和維持活動（ＰＫＯ）
に参加している陸上自衛隊の部隊の撤収を命令

25

翁長雄志沖縄県知事が、キャンプ・シュワブゲート前における普
天間飛行場の辺野古移設に反対する抗議集会に参加し、辺野古埋立
て承認の撤回を明言

28

大阪高等裁判所は、関西電力高浜発電所３、４号機の運転差止め
を命じた大津地方裁判所の仮処分決定を取り消す決定

31

広島地方裁判所は、広島市と松山市の住民計４人が四国電力伊方
発電所３号機の運転差止めを求めた仮処分の申立てを却下

30
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中核派（党中央）系「3･8国
際婦人デー行動」（５都府県）

中核派（党中央）系「3･8国
際婦人デー行動」（神奈川）

中核派（党中央）系「3･11反
原発福島行動’17」（福島）
統一共産同盟等「原発事故隠
蔽・責任放棄の3･11「天皇・皇
族出席の追悼式典」反対！核・
原発を止めよう！集会・デモ」
（東京）

12

革労協主流派「反戦・反合・
政府打倒春闘集会」（東京）

12

中核派（党中央）系「3･8国
際婦人デー行動」（沖縄）

外 事 ・ 国 際 テ ロ
１

中国公船３隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入

２

防衛省は、「中国軍機13機が、
沖縄本島と宮古島の間の上空を
往復し、航空自衛隊の戦闘機が
緊急発進した」と発表

６

防衛省は、「中国海軍の駆逐
艦等計３隻が、５日に鹿児島県
の大隅海峡を西に向かって通過
したのを確認した」と発表

中国の王毅外交部長は、記者
会見で、日中関係について「日
本には歴史に逆行しようとする
動きもある」と歴史問題を強調
し、関係改善には日本が中国の
発展を理性的に受け止め、「「心
の病」を治すことが必要だ」と
主張
８ 炭素繊維製造装置である不融
化炉の部品を中国に不正輸出し
た外為法違反（無許可輸出）で、
会社役員等を逮捕
（広島、愛知、石川）
８ アフガニスタン・カブールの
軍病院で、自爆テロが発生。そ
の後、メディカル・スタッフを
装った４人の武装グループが同
病院を襲撃し、50人が死亡、31
人が負傷

共産党・大衆・労働・オウム等

４

「原発ゼロの未来へ福島とと
もに 3.4 全国大集会」
（東京）

６

共産党「幹部会」（東京）

７

共産党「35県の県委員長会議」
（東京）

８

11

シリア・ダマスカスのシーア
派宗教施設付近で、２回の自爆
テロが発生し、同施設を訪れて
いたイラク人シーア派巡礼者ら
74人が死亡
14 ロシアのプーチン大統領は、
オレシキン経済発展相に対日経
済協力特別代表を兼務させる大
統領令に署名
18 日露両政府が、北方四島での
共同経済活動に関する初の外務
次官級協議を都内で開催し、双
方が具体的な事業案を提示

共産党「全国都道府県青年・
学生部長会議」（東京）

11

「0311反原発！国会前大集会
＋首相官邸前抗議」（東京）

12

19

26

革労協反主流派「2017年春闘
勝利総決起集会」（東京）

三里塚芝山連合空港反対同盟
北原グループ及び支援極左「3･26
全国総決起集会」（千葉）

共産党「自治体、教職員、医
療・福祉の党組織の経験を聞く
会」（東京）

５

右翼団体「第84回自由民主党
大会」批判街宣（東京）

８

皇太子殿下「企業」御視察に
伴う警衛（神奈川）

12

右翼団体「民進党2017年度定
期大会」批判街宣（東京）

12

安倍首相「岩手県」訪問に伴
う警護

12～15 「公実賓」サウジアラビ
ア王国国王来日に伴う警護
18

「2017原発のない福島を！県
民大集会」（福島）

19

「自衛隊は南スーダンから即
時撤退、共謀罪反対、3･19国会
議員会館前行動」（東京）

20

「いのちを守れ！フクシマを
忘れない さようなら原発全国
集会」（東京）

20
14～15 革マル派系全学連「第139
回中央委員会」（東京）

日露両政府は、外務・防衛閣
僚協議（２＋２）を都内で開催
し、北朝鮮の核・ミサイル開発
問題で連携する方針で一致
22 中国公船３隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
22 英国ロンドンのテムズ川に架
かるウェストミンスター橋で、
男が歩行者を車両で轢過し、４
人が死亡。その後、国会議事堂
敷地内に徒歩で侵入し、ナイフ
で警察官１人を殺害

９

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

22～4/１ 共産党・志位和夫委員
長 ら が 訪 米 。 初 め て 国 連会 議
（「核兵器禁止条約交渉会議」）
に参加し、発言（米国）
25

27

中国外交部報道官は、赤間二
郎総務副大臣の訪台について、
「日本は台湾と民間往来だけを
維持するとした約束の明確な違
反であり、断固反対する」と非
難し、日本側に抗議したことを
公表
28 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入

6

「違法な埋立工事の即時中止
・辺野古新基地建設断念を求め
る県民集会」（沖縄）

19

安倍首相「防衛大学校卒業式」
出席に伴う警護（神奈川）

19～22 安倍首相「欧州」歴訪に
伴う警護
（ドイツ、フランス、ベルギー、
イタリア）

24～27 天皇皇后両陛下「須崎御
用邸」御静養に伴う警衛
（静岡）
27～31 皇太子御一家「奥志賀高
原」御静養に伴う警衛（長野）
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１

中国商務部は、米国のトランプ大統領が不公正貿易の是正に向け
た大統領令に署名したことを受け、「米国は公に認められた国際ル
ールに従うべきだ」との談話を公表
２ ロシア・モスクワ中心部で、反政権勢力によるデモを警官隊が阻
止し、警察によると、少なくとも29人を拘束

チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世は、中国が領有権を主
張するインド・アルナチャルプラデシュ州を訪問。５日、中国外交
部報道官は、「中国の利益と中印関係を損なうもので断固反対だ」
などとインド政府の対応を批判
４ 政府は、2016年末に韓国の市民団体により在釜山日本国総領事館
前に設置された慰安婦像をめぐり、一時帰国させていた駐韓大使ら
を約３か月ぶりに帰任させる措置を実施
５ 政府は、「北朝鮮が午前６時42分頃、東部の新浦付近から日本海
に向けて弾道ミサイル１発を発射し、同ミサイルは約60キロメート
ル飛行し、日本海に落下したと推定される」と発表
６～７ トランプ大統領と中国の習近平国家主席は、米国フロリダ州
にあるトランプ大統領の別荘で、初の首脳会談を開催。北朝鮮の核
計画の放棄に向けて協力を強化することで一致
７ 米国防総省は、「シリアのアサド政権による化学兵器使用疑惑を
受けた措置として、シリア・シャイラット空軍基地に向け、地中海
に展開中の駆逐艦２隻から巡航ミサイル「トマホーク」59発による
攻撃を行った」と発表
７ ロシアのペスコフ大統領報道官は、米国によるシリア攻撃に関し
「主権国家に対する侵略であり、国際法違反と考えている」とのプ
ーチン大統領の見解を発表
７ 政府は、４月13日に期限を迎える北朝鮮に対する貨物輸出入禁止
措置等の２年間延長を閣議決定

３

関西電力高浜発電所３、４号機の運転差止めを命じた大津地方裁
判所の仮処分決定を取り消した大阪高等裁判所決定について、仮処
分を申し立てた住民側が抗告を断念

６

テロ等準備罪を新設する「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規
制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が衆議院で審議入り

12

自民党の北朝鮮による拉致問題対策本部は、拉致被害者の帰国実
現に向けた提言を安倍晋三首相に申入れ

20

超党派の国会議員による「北朝鮮に拉致された日本人を早期に救
出するために行動する議員連盟」は総会を開き、「全ての拉致被害
者の早期帰国実現のための提言」を採択し、同日、安倍首相に申入
れ

23

北朝鮮による拉致被害者「家族会」や支援組織「救う会」等は、
都内で「拉致問題を最優先として今年中に全被害者を救え！国民大
集会」を開催

23

沖縄県うるま市長選挙で、島袋俊夫氏（無所属・現）が、翁長雄
志沖縄県知事等の「オール沖縄」の支援を受けた山内末子氏（無所
属・新）を破り、３期目の当選

４

11

香港行政長官に当選した林鄭月娥氏は、北京で、中国の李克強首
相から行政長官の任命を受け、「中央政府の信任と香港市民の重い
期待に背かない」などと発言
12 国連安全保障理事会は、シリア政府に化学兵器使用の調査を求め
る米英仏作成の決議案を採決するもロシアの拒否権行使により否決。
中国は棄権
15

北朝鮮の朝鮮中央テレビは、金日成主席生誕105周年慶祝閲兵式
が行われ、金正恩朝鮮労働党委員長が出席する中、崔竜海朝鮮労働
党政治局常務委員が、「核戦争には我々式の核打撃戦によって対応
するであろう」などと主張したと報道
16 米太平洋軍は、「北朝鮮が午前６時21分頃、東部の新浦付近から
弾道ミサイル１発を発射し、直後に爆発した」と発表
17 韓国検察は、朴槿恵前大統領をサムスングループ等から巨額の賄
賂を受け取ったなどとして収賄、強要、職権乱用等18の罪で起訴
20

国連安全保障理事会は、北朝鮮が16日に実施したミサイル発射を
強く非難する報道声明を発表

25かいらい
北朝鮮の労働新聞は、朝鮮人民軍創建85周年に当たり、「米帝と
傀 儡らが引き続き先制攻撃妄動に狂奔するのであれば、いかなる
警告や事前通告もなく、陸と空、海上と水中で最も壮絶な懲罰の先
制攻撃を見舞うであろう」などと主張する社説を掲載
25 中国の最高人民検察院は、「河北省張家口市の検察当局が、収賄
罪で国家統計局の王保安前局長を起訴した」と発表
26 韓国国防省は、ターミナル段階高高度地域防衛システム（ＴＨＡＡＤ）
について、在韓米軍が韓国星州郡の配備予定地への装備品の搬入を
始め、配備を本格化させたことを発表
26 香港の警察当局は、中国からの独立を志向する「本土派」で立法
会（議会）議員の資格を剥奪された游蕙禎、梁頌恒の２人を違法集
会の疑いで逮捕・起訴。同日中に保釈された遊氏らは「政権の圧力
だ」などと批判

24

山口祥義佐賀県知事は、九州電力玄海原子力発電所３、４号機の
再稼働への同意を表明
25 政府は、名護市辺野古沿岸部で、埋立区域を囲む護岸建設に着手

28
29

韓国軍合同参謀本部は、「北朝鮮が午前５時30頃、西部の北倉付
近から北東方向に向けてミサイル１発を発射したが、失敗したとみ
られる」と発表

7

鹿児島県の桜島（昭和火口）が噴火

４月
極
３

左

暴

力

集

団

免状不実記載罪で中核派（党
中央）非公然活動家１人を逮捕
（警視庁）

外 事 ・ 国 際 テ ロ
ロシア・サンクトペテルブル
クを走行中の地下鉄車両内で、
自爆テロが発生し、15人が死亡、
約50人が負傷
４ 安倍首相は、ロシア・サンク
トペテルブルクの地下鉄で起き
た爆発を受けて「テロは断じて
許すことはできない。困難な状
況を迎えているプーチン大統領、
ロシア国民と日本は共にある」
と表明
４ 日中外務次官級協議が、都内
で開催。協議では、日中首脳会
談や日中韓首脳会談の早期開催
の必要性を確認したほか、北朝
鮮の弾道ミサイル発射や核開発
問題について両国が緊密に連携
することで一致

共産党・大衆・労働・オウム等

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

３

７

４～７ 「国賓」スペイン王国国
王王妃両陛下来日に伴う警護
（東京、静岡）

５

共産党「幹部会」（東京）

６

「話し合うことが罪になる共
謀罪法案の廃案を求める4･6大
集会」（東京）

スウェーデン・ストックホル
ムで、男が大型トラックで歩行
者を轢過し、５人が死亡、15人
が負傷

７

天皇皇后両陛下「スペイン国
王王妃両陛下」御案内に伴う警
衛（静岡）

８

安倍首相「福島県」訪問に伴
う警護

９

16

中核派（党中央）系「第26回
外登法・入管法と民族差別を撃
つ関西交流集会」（大阪）

23

中核派（党中央）系「第28回
外登法・入管法と民族差別を撃
つ全国交流集会」（神奈川）

23

中核派（党中央）系「尼崎事
故12周年弾劾！4･23全国総決起
集会」（兵庫）

28

革労協反主流派「沖縄人民解
放闘争」（東京、沖縄）
29 極左各派「昭和の日反対闘争」
（６都府県）

エジプト・タンタ及びアレク
サンドリアに所在するコプト教
会で、自爆テロが連続して発生
し、40人以上が死亡、百数十人
が負傷
10 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
10 李克強首相は、日本国際貿易
促進協会会長として訪中してい
る河野洋平元衆院議長と北京の
人民大会堂で会談。李克強首相
は「両国関係を正常な軌道に戻
すよう努力していきたい」など
と発言

13～17 皇太子殿下「マレーシア」
御訪問に伴う警衛

14

14

中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入

フランス・パリのシャンゼリ
ゼ通りで、男が警察車両に向か
って発砲し、警察官１人が死亡。
その後、逃走しながら発砲を続
け、警察官２人と通行人１人が
負傷
21 中国外交部報道官は、安倍首
相が靖国神社の春季例大祭に合
わせて真榊を奉納したことに対
し、「日本政府要人の誤ったや
り方に一貫して反対」などと批
判

19

「辺野古の海の埋め立て工事
強行を許さない！4.19大集会」
（東京）

20

共産党「「ヒバクシャ国際署
名」推進 全国都道府県担当者
会議」（東京）

22

共産党「全党の結びつきを生
かし職場に党をつくる経験に学
ぶ会」（東京）

20

まさかき

中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
26 外務省の金杉憲治アジア大洋
州局長と中国の武大偉朝鮮半島
問題特別代表は、外務省で会談。
武大偉特別代表は、朝鮮半島の
非核化へ積極的に関与する姿勢
を示しつつ、対話を重視した平
和的解決の重要性に言及
27 安倍首相は、ロシア・モスク
ワでプーチン大統領と会談。共
同経済活動に関する北方四島へ
の官民現地調査団を派遣するこ
となどで一致

安倍首相「熊本県」訪問に伴
う警護

24

27

共産党「学生担当者会議」
（東京）
28～5/1 オウム真理教主流派が、
八潮大瀬施設等８都道府県８か
所において集中セミナー(前半)
を開催
29

「第88回メーデー」（全国）

29

「辺野古新基地建設阻止！共
謀罪廃案！4･28県民屈辱の日を
忘れない県民集会」（沖縄）

8

27～30 安倍首相「ロシア及び英
国」歴訪に伴う警護

29

右翼団体「昭和の日」をめぐ
り昭和天皇をしのぶ追悼街宣、
神社参拝等（28都道府県）

５月
国

際

情

勢

米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領は電話で協議し、
シリアの停戦に向けた協力で一致。北朝鮮をめぐる問題では、米国
側は「最善策を協議」、ロシア側は「自制を要請」と発表
３ 北朝鮮の朝鮮中央通信は、核開発の中止を求める中国を「朝中関
係のレッドラインを我が方ではなく、中国が乱暴に踏みにじり、た
めらいなく越えている」と非難するキム・チョル名義の論評を掲載
５ フランス大統領決選投票の候補者であるエマニュエル・マクロン
氏の選挙陣営は、大規模なサイバー攻撃を受け、大量の電子メール
や会計資料等がインターネット上に流出したと発表
９ 朴槿恵前大統領の罷免に伴う第19代韓国大統領選挙の投開票が行
われ、最大野党共に民主党の文在寅氏が当選
９ 米国のロジャーズ国家安全保障局長は、上院軍事委員会の公聴会
で、ロシアがサイバー攻撃を通じてフランス大統領選に干渉してい
た可能性があると証言
10 中国の習近平国家主席は、韓国大統領選で当選した文在寅氏に祝
電を送り、「政治的な相互信頼を強めて対立点を適切に処理し、健
全で安定した両国関係の発展を進めたい」とし、米軍によるターミ
ナル段階高高度地域防衛システム（ＴＨＡＡＤ）の韓国配備で険悪
化した中韓関係の改善に期待感を表明しつつけん制
10 トランプ大統領は、ホワイトハウスでロシアのラヴロフ外相と会
談し、シリア問題の解決に向けた連携を図り、米国によるシリアへ
のミサイル発射で悪化した米露関係を改善していくことで一致
12～ 世界約150か国で、政府機関、病院、大手企業等のコンピュー
タがランサムウェア「WannaCry」に感染する事案が発生
14 政府は、「北朝鮮が午前５時28分頃、北西部の亀城付近から東北
東方向に弾道ミサイルを発射し、同ミサイルは約30分間飛行し、朝
鮮半島の東約400キロメートルの日本海に落下したと推定される」
と発表
15 中国の「一帯一路」構想に関する国際協力サミットフォーラムの
首脳会合が北京で開催。中国を含む30か国が「あらゆる形の保護主
義に反対する」との文言を盛り込んだ共同声明を採択
15 国連安全保障理事会は、北朝鮮による４月29日と５月14日のミサ
イル発射を強く非難するとの報道声明を発表し、北朝鮮の新たな挑
発行為には「制裁を含む更なる重大な措置をとる」と警告
15 米紙ワシントン・ポスト（電子版）は、「トランプ大統領が10日、
ホワ イ ト ハウ ス でラ ヴロ フ外 相と会 談し た際 、同 盟国か ら得 た
ＩＳＩＬのテロ計画に関する機密情報を漏らした」と報道。17日、
プーチン大統領は、この疑惑を否定し、「ロシア側から会談の記録
を米議会に提供する用意がある」と表明
17 米司法省は、2016年の米大統領選にロシアが介入したとされる問
題で、特別検察官にモラー元連邦捜査局（ＦＢＩ）長官を任命
18 ロシアと北朝鮮を結ぶ初めての定期貨客船「万景峰号」が就航
21 政府は、「北朝鮮が午後４時59分頃、西部の北倉付近から東方向
に弾道ミサイル１発を発射し、同ミサイルは約500キロメートル飛
行し、北朝鮮東岸から東に約350キロメートルの日本海上に落下し
たと推定される」と発表
22 北朝鮮の朝鮮中央放送は、金正恩朝鮮労働党委員長が、「地対地
中長距離戦略弾道弾「北極星２」型の試験発射を現地指導し、実戦
配備を承認した上、大量生産を指示した」などと報道
22 国連安全保障理事会は、「北朝鮮による21日のミサイル発射を強
く非難する」との報道声明を発表し、北朝鮮が核・ミサイル開発を
続ければ「制裁を含む更なる重大な措置をとる」と改めて警告
23 収賄等18の罪に問われ起訴されていた朴槿恵前大統領の初公判が、
ソウル中央地裁で開かれ、朴被告側は起訴内容をすべて否認
24 プーチン大統領は、文在寅大統領が特使で派遣した共に民主党の
宋永吉議員と会談し、北朝鮮に特使を派遣する用意があると表明
26 ラヴロフ外相は、モスクワで中国の王毅外交部長と会談し、北朝
鮮の核・ミサイル開発問題の対話による解決を目指す方針を改めて
確認
26 米紙ワシントン・ポスト（電子版）は、トランプ大統領の娘婿ク
シュナー大統領上級顧問が2016年12月、ロシア政府との極秘の通信
ルートの開設をキスリャク駐米ロシア大使に打診していたと報道
29 プーチン大統領は、フランスで、同国のマクロン大統領と会談し、
シリア問題をめぐる協力強化で一致したほか、テロ対策のワーキン
ググループの設置で合意
29 韓国軍合同参謀本部は、「北朝鮮が午前５時40分頃、東部の元山
付近から東方向に短距離弾道ミサイル「スカッド」系列とみられる
ミサイル１発を発射し、同ミサイルは高度120キロメートル、飛距
離約450キロメートルに達し、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内
に落下した」と公表

国

内

情

勢

２

３

憲法記念日に伴う集会等が全国各地で開催

12

国際刑事裁判所検察官への特定失踪者に関する人権侵害について
の申立てを中心に活動する「特定失踪者家族有志の会」が結成

15

福井県の住民２人が、関西電力高浜発電所３、４号機の運転差止
めを求め、福井地方裁判所敦賀支部に仮処分を申立て

17

関西電力は、高浜発電所４号機を再稼働

19

テロ等準備罪を新設する「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規
制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が、衆議院法務委員
会で、自民、公明両党等の賛成多数で可決
21 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定からの離脱を表明した
米国を除く署名11か国による閣僚会合が、ベトナムで開催
22 関西電力は、高浜発電所４号機の発送電を開始

23

テロ等準備罪を新設する「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規
制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が、衆議院本会議で、
自民、公明両党等の賛成多数で可決
24 原子力規制委員会は、関西電力大飯発電所３、４号機について、
新規制基準の合格証に当たる審査書を正式決定
25 国連平和維持活動（ＰＫＯ）に参加していた陸上自衛隊が南スー
ダンから完全撤収

29

9

テロ等準備罪を新設する「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規
制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が、参議院で審議入
り

５月
極

左

暴

力

集

団

１

革労協反主流派「日雇いメー
デー」（４都府県）

１

中核派（党中央）系「5･1新
宿メーデー」（東京）

６

革労協主流派「三里塚援農交
流集会・デモ」（千葉）

12

建造物侵入罪で中核派（党中
央）活動家３人を逮捕（兵庫）
12～15 極左各派「5･15沖縄闘争｣
（沖縄）
14

18

18

21

革マル派「5･14労学緊急闘争」
（東京、大阪）

中核派（党中央）非公然アジ
トを摘発（大阪）
有印私文書偽造・同行使罪及
び旅館業法違反で中核派（党中
央）非公然活動家１人、公務執
行妨害罪で同派非公然活動家１
人を逮捕（大阪）

中核派（党中央）系「狭山集
会」（大阪、広島）

外 事 ・ 国 際 テ ロ
3～4 加藤勝信拉致問題担当相や
北朝鮮による拉致被害者「家族
会」等は、ベルギー・ブリュッ
セルを訪問し、拉致問題に係る
啓発活動及び欧州議会で開かれ
た拉致問題を含む北朝鮮の人権
状況をテーマにした「政策対話」
に参加
日中両政府は、日中財務対話
を約２年ぶりに横浜市で開催。
麻生太郎財務相や中国の肖捷財
政部長等が出席し、経済や金融
での協力の一層の推進を確認
８ 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
16 自民党の二階俊博幹事長は、
中国の北京市内で習近平国家主
席と会談。二階幹事長は、習近
平国家主席に「シャトル外交」
を呼び掛ける安倍首相の親書を
手渡し、来年中までに習近平国
家主席を含む首脳級の来日を要
請
16 北方領土の国後島を元島民ら
が平成29年度ビザなし交流事業
の第一陣として訪れていた「自
由訪問」で、訪問予定の三地区
（瀬石、ニキシロ、東沸）につ
いてロシア側が「立入りは認め
られない」と通告
17 台湾の対日窓口機関である亜
東関係協会は、「台湾日本関係
協会」に改名
18 安倍首相は、文在寅大統領が
特使として派遣した共に民主党
の文喜相議員と会談し、文喜相
議員から「シャトル外交」の再
開を求める文大統領の親書を受
取
18 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
19 稲田朋美防衛相は、「18日に
尖閣諸島周辺の領海に侵入した
中国海警局の船の上空を小型無
人機のような物体１機が飛行し
ているのを確認、航空自衛隊が
F15戦闘機等４機を緊急発進さ
せた」と発表

共産党・大衆・労働・オウム等
１

２～６ オウム真理教上祐派が、
南烏山施設等２都県２か所にお
いて集中セミナー(前半)を開催
２～７ オウム真理教主流派が、
八潮大瀬施設等９都道府県９か
所において集中セミナー(後半)
を開催

６

26

中核派（党中央）系「5･23狭
山集会」（東京）

革労協反主流派「日朝連帯集
会」（東京）

中国外交部報道官は、「違法
な活動を行った疑いのある日本
人６人を調べている」として、
日本人の拘束に言及
22 英国マンチェスターのコンサ
ートホール出口付近で、自爆テ
ロが発生し、22人が死亡、116
人が負傷
23 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
24 インドネシア・ジャカルタの
バスターミナル付近で、自爆テ
ロが連続して発生し、３人が死
亡、11人が負傷

３

「いいね！日本国憲法－平和
といのちと人権を！5.3憲法集
会」（東京）
３ 「5.3憲法集会ｉｎ京都」
（京都）
３ 「憲法壊すな！5.3おおさか
総がかり集会」（大阪）

31
31

統一共産同盟等「横堀現闘本
部の強制執行弾劾5.30緊急行動」
（千葉）

アフガニスタン・カブールの
大使館が所在する地区で、自動
車爆弾による自爆テロが発生し、
150人以上が死亡、300人以上が
負傷

１

右翼団体「第88回メーデー」
批判街宣（岡山）

２

安倍晋三首相「宮城県」訪問
に伴う警護

３

右翼団体「憲法記念日」をめ
ぐり自主憲法制定を主張する街
宣（30都道府県）
６ 皇太子殿下「第50回アジア開
発銀行年次総会開会式」御臨席
に伴う警衛（神奈川）
10

安倍首相「ラグビーワールド
カップ2019プール組分け抽選会」
出席に伴う警護（京都）

12～14 右翼団体「5･15平和行進」
等批判街宣（沖縄）
７

「5・7高浜原発うごかすな！
現地集会」（福井）

11

共産党「全国都道府県委員長
会議」（東京）

12～14 「第40回5･15平和行進」
（沖縄）
13～14 オウム真理教上祐派が、
豊明施設等２府県２か所におい
て集中セミナー(後半)を開催
14

「復帰45年 5･15平和とくら
しを守る県民大会」（沖縄）

16

共産党が「憲法９条改憲阻止
闘争本部」を設置し、初会合を
開催

16

「共謀罪廃案・安倍政権の改
憲暴走を止めよう！5･16大集会」
（東京）

17

「5･17高浜原発４号機再稼働
は認めない！現地緊急行動」
（福井）

18

関西電力高浜発電所４号機の
再稼働当日（17日）、同発電所
に向けロケット型ペットボトル
２本を発射した威力業務妨害罪
で男１人を逮捕（福井）

19

「共謀罪廃案 安倍政権の改
憲暴走を止めよう！5･19国会正
門前行動」（東京）

22

23

「第88回メーデー」（全国）

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

24

「労働法制の改悪と共謀罪の
創設に反対する連帯集会」
（東京）
27 「辺野古新基地建設阻止『Ｋ
９護岸工事を止めろ』環境破壊
を許さない県民集会」（沖縄）
31

10

「5･31共謀罪法案の廃案を求
める市民の集い」（東京）

18～20 「公実賓」アルゼンチン
共和国大統領夫妻来日に伴う警
護（東京）

25～28 安倍首相「Ｇ７サミット」
出席等に伴う警護（イタリア、
マルタ）
27～29 天皇皇后両陛下「第68回
全国植樹祭」御臨場等に伴う警
衛（富山）
30～6/3 三 笠 宮 彬 子 女 王 殿 下
「スイス」御旅行に伴う警衛
31～6/8 眞子内親王殿下「ブー
タン」御訪問に伴う警衛

６月
国
１

際

情

勢

中国政府は、「中華人民共和国網絡安全法」を施行。プロバイダ
ー業者等に利用者の個人情報提供を義務付けるなど事実上の検閲を
合法化
２ 国連安全保障理事会は、朝鮮労働党幹部ら14人と４団体を海外資
産凍結等の制裁対象に追加する決議案を全会一致で採択
４ 天安門事件から28年を迎えた香港で、犠牲者を悼む追悼集会や討
論会を開催。集会参加者は３年連続で減少し11万人（主催者発表）
８ 中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は、カザフスタ
ン・アスタナで会談。習近平国家主席は会談で「大変複雑な国際情
勢の中で、両国関係の発展を望む」などと発言
８ 韓国軍合同参謀本部は、「北朝鮮が午前６時18分頃から数分間、
東部の元山付近から北東方向に向け、地対艦巡航ミサイルとみられ
るミサイル数発を発射した」と発表
８～９ カザフスタン・アスタナで、上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会
議が開催。成果文書では、中国が進める「一帯一路」構想を高く評
価
９ 韓国軍合同参謀本部は、韓国側の南北軍事境界線近くの山林で、
北朝鮮の小型無人機とみられる飛行体１機が発見されたことを発表
12 ロシア各地で、反政権運動指導者ナヴァリヌイ氏の呼び掛けによ
り、プーチン政権の汚職問題に抗議するデモが行われ、ロシアメデ
ィアによるとモスクワだけでナヴァリヌイ氏を含む約750人以上を
拘束
13 中国政府は、パナマとの国交樹立を発表。パナマは中国が掲げる
「一つの中国」の原則を受け入れ、台湾とは断交。台湾の呉釗燮総
統府秘書長は、同日、「北京当局は地域の安定を揺るがし、台湾の
人々を傷つける行為を今すぐやめるべきだ」などと批判
13 米国のティラソン国務長官は、「北朝鮮で2016年１月から拘束さ
れていた大学生、オットー・ワームビア氏が解放された」と発表
13 米国政府は、北朝鮮のハッカー集団が世界中の重要インフラ事業
者等にサイバー攻撃を仕掛けているとして警報を発令
16 ロシア国防省は、ロシア軍によるシリア北部ラッカ近郊への空爆
で、ＩＳＩＬの指導者アブー・バクル・アル・バグダーディーを殺
害した可能性があると発表
16～17 韓国済州島でアジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）の年次総
会が開催。総会ではアルゼンチン等３か国の加盟を新たに承認し、
参加メンバーは80か国・地域に増加
19 ロシア国防省は、米軍機によるシリアのアサド政権軍機撃墜を受
け、シリア空爆に当たる軍用機の偶発的衝突を避けるために米露間
で取り決めた覚書の履行停止を発表
20 米財務省は、ウクライナ東部で続く紛争に関与したとして、「ロ
シアの大統領特別代表ら政府当局者２人を含む38個人・団体を制裁
対象に指定した」と発表
21 米国土安全保障省のマンフラ副次官代行が、米上院情報特別委員
会の公聴会で、「2016年の米大統領選でロシアのハッカーが全米50
州のうち21州の選挙システムにサイバー攻撃を仕掛けていた証拠を
ＦＢＩが把握した」と証言
21 米中両政府は、ワシントンで閣僚級の「外交・安全保障対話」を
初開催。「北朝鮮の核・ミサイル開発に対する国連安全保障理事会
の全ての制裁決議の「完全な履行」が必要」と再確認
24 北朝鮮の朝鮮中央放送は、韓国の新政権に対し、外部勢力との共
助の排除、米韓合同軍事演習の中止、北朝鮮核問題を保留した対話、
北朝鮮への「制裁圧迫」と「対話並行」の撤回、北朝鮮からの亡命
者の送還等を要求する「民族和解協議会公開質問状」を報道
24 韓国の文在寅大統領は、世界テコンドー選手権大会の開幕式で、
平昌冬季五輪での南北合同チーム結成や開会式合同入場行進を提案
26 中国共産党の専制に反対して投獄されたまま、ノーベル平和賞を
受けた人権活動家である劉暁波氏が「末期がんと診断され、刑務所
外の病院に移送された」と同人の弁護士が言明
28 中国で国家の安全強化のため、国内外の「情報工作活動」に法的
根拠を与える「国家情報法」が施行
28 香港で2014年に民主的な選挙制度の導入を求めた「雨傘運動」を
主導した学生団体の元リーダーで、新党「香港衆志」事務局長の黄
之鋒氏ら20人以上が、香港での抗議デモ中に警察当局によって拘束
29 米財務省は、北朝鮮の核兵器開発を支援しているとして、中国遼
寧省の丹東銀行に対する金融制裁を発表
29 米国は、台湾に迎撃ミサイルＳＭ２の部品等総額約14億ドル（約
1,570億円）相当の武器売却を決定。ロイター通信によると、中国
の崔天凱駐米大使は、「相互の信頼を損なう」と批判
30 米国のトランプ大統領は、訪米中の文在寅大統領と、ホワイトハ
ウスで初の首脳会談を開催
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特定失踪者家族有志の会は、衆議院第一議員会館で各政党の拉致
問題対策本部及び拉致議連の代表者と面会し、同会の結成を報告す
るとともに、活動に対する支援を要請

６

関西電力は、高浜発電所３号機を再稼働

９

関西電力は、高浜発電所３号機の発送電を開始

13

佐賀地方裁判所は、九州電力玄海原子力発電所３、４号機の運転
再開差止めを求めた住民らの仮処分申し立てを却下

15

テロ等準備罪を新設する「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規
制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が、参議院本会議で、
自民、公明両党等の賛成多数で可決、成立

20

大分県豊後水道地方を震源とする地震が発生し、大分県佐伯市に
おいて震度５強を観測

25

長野県南部地方を震源とする地震が発生し、長野県王滝村、木曽
町において震度５強を観測

27

政府は、貨物検査法施行令の一部を改正し、北朝鮮と第三国との
間のモノの流れを更に厳しく規制する、いわゆるキャッチオール規
制等を導入する政令を閣議決定

28

原子力規制委員会は、四国電力伊方発電所１号機の廃炉計画を認
可

11

６月
極

左

暴

力

集

団

外 事 ・ 国 際 テ ロ

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

１

７

殺人、現住建造物等放火罪等
（中村警部補殺害事件）で指名
手配中の中核派（党中央）非公
然活動家１人を逮捕（警視庁）

７

犯人蔵匿罪で中核派（党中央）
非公然活動家１人を逮捕
（大阪）

11

中核派（党中央）系「国鉄闘
争全国運動6･11全国集会」
（東京）

12

詐欺罪で中核派（党中央）活
動家１人を逮捕（静岡）

13

犯罪による収益の移転防止に
関する法律違反で革労協反主流
派活動家１人を逮捕（神奈川）

15～18 革労協反主流派「安保粉
砕・政府打倒全国統一行動」
（４都府県）
17

革労協主流派「6･17安保粉砕
・安倍連合政府打倒中央闘争」
（東京）

18

革マル派「6･18労学統一行動」
（５都道府県）

プーチン大統領は、北方四島
について、「これらの島々が日
本の主権下になれば理論的には
米軍基地が設置される可能性が
ある。これは我々にとって全く
受け入れられない」などと表明
３ 英国ロンドンのテムズ川に架
かるロンドン橋で、男３人が車
両で歩行者を轢過。その後、降
車して近くの飲食店にいた客等
を刃物で襲撃し、８人が死亡、
48人が負傷
５ 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
６ 中国外交部報道官は、安倍晋
三首相が「一帯一路」構想に協
力姿勢を示したことについて
「一帯一路は中日両国の協力を
実現し、共に発展するための新
たな土台になりうる」と歓迎
７ イラン・テヘランで、武装グ
ループが国会議事堂及びイマー
ム・ホメイニ廟を襲撃し、17人
が死亡、40人以上が負傷
12 文在寅大統領は、安倍首相が
特使として派遣した自民党の二
階俊博幹事長と会談。二階幹事
長は「未来志向の日韓関係を築
きたい」と呼び掛ける安倍首相
の親書を手交
15 プーチン大統領は、北方領土
問題に関し、「日米安保条約が
問題解決の障害になっている」
と指摘

共産党・大衆・労働・オウム等

政府は、18日に天候不良のた
め延期した航空機を利用した元
島民らによる北方領土の墓参を
同じ理由で中止すると発表
19 フランス・パリのシャンゼリ
ゼ通りで、男が車両を治安部隊
の車両に衝突
21 米国ミシガン州の国際空港で、
男が大型ナイフで警察官を襲撃
し、警察官１人が負傷
24 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
26 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
27 日中両政府は、ＩＴ（情報技
術）を活用した金融・医療サー
ビス等新たな分野の合同フォー
ラムを官民で立ち上げることで
合意。交渉中の東アジア地域包
括的経済連携（ＲＣＥＰ）や韓
国も加えた３か国での自由貿易
協定（ＦＴＡ）の早期妥結に向
けた協力でも一致
27 北方四島での日露共同経済活
動に向けた官民調査団が、国後
島に到着し、初めてとなる現地
調査を開始
29～30 日中両政府は「高級事務
レベル海洋協議」を開催。海空
域での衝突回避に向けた防衛当
局間ホットラインの運用開始に
向けて協議を加速していく考え
を改めて確認したほか、東シナ
海ガス田の共同開発の議論も続
けていくことを確認

４

「6･4オール埼玉総行動」
（埼玉）

４～８ 「公実賓」ベトナム社会
主義共和国首相夫妻来日に伴う
警護
（東京、埼玉、大阪、京都、奈
良）

６

「6・6 高浜原発3号機再稼働
は 認 め な い ！ 現 地 緊 急 行動 」
（福井）
６～８ 民青同「第２回中央委員
会」（東京）

10

「止めよう！辺野古埋立て
共謀罪法案は廃案に！6.10国会
大包囲」（東京）
10 「辺野古新基地建設阻止！共
謀罪廃案！6･10国会包囲行動と
連帯する辺野古現地集会」
（沖縄）
13 「共謀罪を廃案に！安倍改憲
ＮＯ！6･13市民集会」（東京）
15 「共謀罪法案の廃案を求める
6.15国会正門前行動」（東京）

９～10 皇太子殿下「第28回全国
「みどりの愛護」のつどい」御
臨席等に伴う警衛（石川）

15～21 皇太子殿下「デンマーク」
御訪問に伴う警衛

19

19

「共謀罪法廃止！安倍政権退
陣！6･19総がかり行動」
（東京）

23～24 安倍首相「沖縄全戦没者
追悼式出席及び視察」等に伴う
警護（沖縄、兵庫）
26～29 天皇皇后両陛下「葉山御
用邸」御静養に伴う警衛
（神奈川）

12
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１

中国の習近平国家主席は、香港返還20周年記念式典の演説で、
「中央の権力や香港基本法の権威に対するいかなる挑戦も絶対に許
さない」と語り、香港独立を唱える勢力をけん制
１ ウクライナ保安庁は、６月に欧州を中心に発生した大規模ランサ
ムウェア感染事案について、「ロシアの特殊機関が関与していた」
と発表
２ 中国外交部は、米軍艦が南シナ海の西沙諸島周辺で「航行の自由
作戦」を実施したことについて、「強烈な不満と断固反対を表明す
る。深刻な政治的、軍事的挑発行為だ」と反発する談話を発表

国

内

情

勢

１

北海道胆振地方中東部を震源とする地震が発生し、北海道安平町
において震度５弱を観測

２

熊本県阿蘇地方を震源とする地震が発生し、熊本県産山村におい
て震度５弱を観測

４

ロシアのプーチン大統領は、ロシア・モスクワを公式訪問した習 ４ 台風第３号が、長崎県長崎市付近に上陸
近平国家主席と会談。北朝鮮の核・ミサイル問題について、北朝鮮
に核開発の停止を説得していくとともに、米韓両国に合同軍事演習
の停止を求めていく考えで一致
４ 防衛省は、「北朝鮮が午前９時35分頃、西岸の亀城付近から弾道
ミサイルを東方向に向けて発射し、我が国の排他的経済水域（ＥＥＺ）
内の日本海に落下したものと推定される」と発表
４ 北朝鮮の朝鮮中央放送は、特別重大報道として「大陸間弾道ロケ
ット「火星14」型の試験発射に成功した」と発表
５～６ 対馬海峡付近に停滞した梅雨前線の影響により、九州北部地
方で記録的な大雨（平成29年７月九州北部豪雨）
７ 米国のトランプ大統領とプーチン大統領が、ドイツ･ハンブルク
で、初の首脳会談を行い、内戦が続くシリア南西部で停戦を実施す
ることや避難民保護のための安全地帯を設置することで合意。また、
トランプ大統領が、昨年の大統領選に関し、プーチン大統領の指示
でサイバー攻撃等を行って介入したとされる問題について懸念を伝
えたが、プーチン大統領は関与を否定
11

トランプ大統領の長男トランプ・ジュニア氏は、米大統領選挙中
の2016年６月にロシア人弁護士との面会の仲介者から「民主党候補
（当時）ヒラリー・クリントン氏のスキャンダル情報の提供を打診
されたことを公表
11 米国防総省は、米軍がターミナル段階高高度地域防衛システム
（ＴＨＡＡＤ）による中距離弾道ミサイルの迎撃実験を行い、成功
したと発表
13 2008年に中国共産党一党独裁の廃止等を求めた「08憲章」を起草
したため、国家政権転覆扇動罪で服役し、2010年に獄中でノーベル
平和賞を受賞した中国の民主活動家である劉暁波氏が、多臓器不全
のため入院先の病院で死去
14 朝鮮中央放送は、北朝鮮による弾道ミサイルの発射を受けて、
「もし国連安全保障理事会で「制裁決議」が出されるなら、我が方
はそれに伴う後続措置を講じるであろう」との外務省報道官による
警告を報道
17

韓国は、北朝鮮に対し、軍事境界線付近での敵対行為の中止を協
議する南北軍事当局者会談と、南北離散家族の再会行事開催に向け
た赤十字会談の開催を提案

21

韓国は、北朝鮮に南北軍事当局者会談を呼び掛けていたが、会談
日として提案していた21日までに北朝鮮側から回答がなかったと発
表
21 ロシア下院は、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）の使用
を禁じるなどインターネット利用を制限する一連の法案を全会一致
で採択
21 米国務省は、米国民の北朝鮮への渡航を原則として禁止すると発
表
24 中国共産党中央紀律検査委員会は、重慶市トップを解任された孫
政才前重慶市党委員会書記を重大な規律違反で取り調べていると発
表。現職の政治局員が摘発されるのは、習近平指導部になってから
は初

11

鹿児島湾を震源とする地震が発生し、鹿児島県鹿児島市において
震度５強を観測

18

特定失踪者家族有志の会が、加藤勝信拉致問題担当相と面会し、
政府認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者を早期救出すること
などを求める請願書を提出

21

松山地方裁判所は、四国電力伊方発電所３号機の運転差止めを求
めた住民らの仮処分申立てを却下

24

沖縄県は、普天間飛行場の名護市辺野古移設のための埋立て工事
をめぐり、国を相手に岩礁破砕等行為の差止め訴訟を那覇地方裁判
所に提起。判決まで工事中断を求める仮処分も申立て

28

防衛省は、「北朝鮮が午後11時42分頃、内陸部の舞坪里付近から
弾道ミサイルを北東方向に向けて発射し、我が国のＥＥＺ内の日本
海に落下したと推定される」と発表
29 朝鮮中央通信は、「金正恩同志の直接的な指導の下、28日夜、大
陸間弾道ロケット「火星14」型の第２回試験発射が成功裏に実施さ
れた」と報道
30 プーチン大統領は、米議会が新たな対露制裁強化法案を可決した
ことへの対抗措置として、ロシア国内で勤務する米外交官ら755人
を９月１日までに削減するよう米政府に要求

13

７月
極
１

左

暴

力

集

団

革労協反主流派「対国立精神
・神経医療研究センター（旧武
蔵病院）デモ」（東京）

外 事 ・ 国 際 テ ロ

共産党・大衆・労働・オウム等
１

２

防衛省は、中国海軍の情報収
集艦が、「津軽海峡の領海に侵
入した」と発表
５

６

ロシアのトルトネフ副首相は、
「北方領土をロシアの経済特区
に指定する決定をした」と表明
７ 盧溝橋事件から80年を迎え、
香港の「保釣行動委員会」は、
日本総領事館の近くに慰安婦２
体を設置
７ 安倍首相は、プーチン大統領
とドイツ・ハンブルクで首脳会
談を行い、平和条約締結問題を
中心に議論
８ 安倍首相は、習近平国家主席
とドイツ・ハンブルクで首脳会
談を行い、両国関係の改善に向
け、首脳間の対話を強化してい
くことで一致
10

14

エジプト・ハルガダのホテル
のビーチで、男が刃物で外国人
客を襲撃し、３人が死亡、３人
が負傷
15 第 ７ 管 区 海 上 保 安 本 部 は 、
「中国海警局の公船が、長崎県
の対馬と福岡県の沖ノ島周辺で
我が国の領海に侵入した」と発
表

17

17

14

15～16 日教組「第106回定期大
会」（東京）

第２管区海上保安本部は、
「中国海警局の公船２隻が、青
森県の艫作崎沖と津軽海峡の竜
飛崎沖で我が国の領海に侵入し
た」と発表
17 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
19

23

高校の授業料無償化の対象か
ら朝鮮学校を除外した国の処分
について、広島朝鮮高級学校を
運営する「広島朝鮮学園」と元
生徒らが処分取消し等を求めた
訴訟で請求棄却の判決

中核派（党中央）「革共同政
治集会」（宮城、大阪）
25

共産党「党創立95周年記念講
演会」で、志位和夫委員長、不
破哲三前議長が講演（東京）
19 「安倍内閣の退陣をめざす7･
19大集会」（東京）
22 「辺野古・大浦湾の埋め立て
を止めよう人間の鎖大行動」
（沖縄）

中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
25

30

11～12 皇太子同妃両殿下「第53
回献血運動推進全国大会」御臨
席等に伴う警衛（秋田）
11～19 三笠宮彬子女王殿下「英
国」御旅行に伴う警衛
12 安倍首相「大雨による被害状
況視察」に伴う警護
（大分、福岡）
13～18 高円宮絢子女王殿下「カ
ナダ」御旅行に伴う警衛
15～16 右翼団体「日教組第106回
定期大会」批判街宣（東京）
天皇皇后両陛下「地方事情」
御視察に伴う警衛（神奈川）

19

菅義偉官房長官は、「３月下
旬から中国当局に拘束されてい
た日本人男性６人のうち４人が
解放され、帰国した」と発表
28 高校の授業料無償化の対象か
ら朝鮮学校を外した国の処分に
ついて、大阪朝鮮高級学校を運
営する「大阪朝鮮学園」が処分
取消し等を求めた訴訟で原告勝
訴の判決
中核派（党中央）「7･30国際
連帯集会」（東京）

安倍晋三首相「福島県」訪問
に伴う警護

５～11 安倍首相「欧州訪問及び
Ｇ20ハンブルク・サミット」出
席等に伴う警護
（ベルギー、ドイツ、スウェー
デン、フィンランド、デンマー
ク）
５～11 高円宮妃殿下「ルクセン
ブルク・アイルランド」御旅行
に伴う警衛
７ 天皇陛下「企業」御視察に伴
う警衛（神奈川）

17

27

30

共産党「全国都道府県委員長
会議」（東京）

中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入

爆発物取締罰則違反で革労協
反主流派非公然活動家１人を逮
捕（警視庁）
14～15 中核派（党中央）系「星
野さんをとり戻そう！全国再審
連絡会議2017年全国総会」
（徳島）
16 中核派（党中央）系「全国水
平同盟第６回大会」（大阪）
革労協反主流派「報徳会宇都
宮病院入院患者差別・虐殺33ヵ
年糾弾！現地闘争」（栃木）

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

共産党「学生担当者会議」
（東京）

23

安倍首相「サマーコンファレ
ンス2017」出席に伴う警護
（神奈川）
24～28 天皇皇后両陛下「那須御
用邸」御静養に伴う警衛
（栃木）
26

安倍首相「故大田昌秀元沖縄
県知事県民葬」出席に伴う警護
（沖縄）

27～29 皇太子殿下「平成29年度
全国高等学校総合体育大会」御
臨場等に伴う警衛（山形）

豪州当局は、航空機に対する
テロを計画していた容疑で、４
人を逮捕。捜索で手製爆発物
（ＩＥＤ）の原材料等を押収
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際
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国

内

情

１

中国の習近平中央軍事委員会主席は、中国人民解放軍創設90周年
の記念式典で演説し、軍事力増強の必要性を改めて訴えたほか、
「国家の領土と主権、海洋の利益を断固として守る」と強調
２ 米国のトランプ大統領は、ロシアの主要産業への投資禁止等を内
容とする対露制裁強化法案に署名し、同法が成立

６

中国と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）は、南シナ海の紛争解
消を目的とした「行動規範」の枠組み案に合意したものの、ＡＳＥＡＮ
が求めてきた法的拘束力については盛り込まれず、規範の骨抜きを
狙う中国の意向を反映
６ 国連安全保障理事会は、北朝鮮が７月に２回の大陸間弾道ミサイ
ルを発射したことなどを受け、北朝鮮の主要な外貨収入源である石
炭や鉄鉱石等の輸入を例外なく禁止する制裁決議を全会一致で採択
７

北朝鮮の朝鮮中央通信は、国連安全保障理事会が同国に対する制
裁を強化する決議を採択したことについて「我が共和国の自主権に
対する乱暴な侵害として厳しく断罪、糾弾し、全面的に排撃する」
などと非難する政府声明を報道

７

10

北朝鮮の朝鮮中央放送は、「朝鮮人民軍戦略軍は８月中旬までに
グアム島包囲射撃方案を最終完成させ、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党
委員長に報告し、発射待機態勢で命令を待つであろう」などと表明
する朝鮮人民軍戦略軍司令官声明を報道
10 米海軍は、中国が実効支配する南シナ海の南沙諸島のミスチーフ
礁沖で、トランプ政権下で３回目となる「航行の自由作戦」を実施。
中国外交部報道官は、「中国の主権と安全を損ねる行為だ」と強い
不満を表明する談話を発表

15

朝鮮中央放送は、金正恩朝鮮労働党委員長がグアム島周辺に弾道
ミサイルを発射する「包囲射撃」について「愚かで哀れな米国の行
動をもう少し見守る」と言明したと報道

17

韓国の文在寅大統領は、日本の朝鮮半島統治下で労働に従事した
「徴用工」をめぐる個人請求権について、「1965年の日韓請求権協
定では消滅していない」との見解を表明
17 習近平国家主席は、北京の人民大会堂で、米軍制服組トップのダ
ンフォード統合参謀本部議長と会談。米中両軍の参謀部門の対話メ
カニズム創設文書に署名したことを評価

21

在ロシア米大使館は、「ロシア市民向けの米国査証の発給を23日
から月末まで中断する」と発表

22

米財務省は、北朝鮮の核・ミサイル開発に関与したとして、中国
及びロシアの企業10社や個人６人を制裁対象に追加指定したと発表

26

韓国軍合同参謀本部は、「北朝鮮が午前６時49分頃、江原道旗対
嶺一帯から短距離の飛翔体数発を発射した」と発表

29

防衛省は、「北朝鮮が午前５時50分頃、平壌近郊から北東に向け
て弾道ミサイルを発射。弾道ミサイルは、北海道渡島半島及び襟裳
岬の上空を通過し、襟裳岬の東約1,180キロメートルの太平洋上に
落下したものと推定」と発表
29 国連安全保障理事会は、緊急会合を開き、北朝鮮が日本上空を通
過する形で弾道ミサイルを発射したことを「言語道断の行為」と厳
しく批判する議長声明を全会一致で採択
30

朝鮮中央放送は、「発射された弾道ロケットは、予定された飛行
軌道に沿って北海道渡島半島と襟裳岬上空を通過し、北太平洋海に
設定された目標水域を命中打撃した」と報道
30 ロシアのラヴロフ外相は、米国のティラソン国務長官と弾道ミサ
イルを発射した北朝鮮への対応について電話協議し、北朝鮮への一
層の制裁強化は「非生産的で危険だ」として反対
31

米国務省は、ロシアが同国内に駐在する米外交官の削減等を要求
したことへの対抗措置として、「３か所の在米ロシア外交施設を９
月２日までに閉鎖するようロシアに求めると」発表

15

台風第５号が、和歌山県北部に上陸

勢

８月
極

左

暴

力

集

団

外 事 ・ 国 際 テ ロ

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

２

４～６ 極左各派「広島反戦反核
闘争」（広島）
５

革労協反主流派「8･5大間原
発建設阻止現地闘争」（青森）

６

革マル派「第55回国際反戦集
会」（７都道府県）

８～９ 極左各派「長崎反戦反核
闘争」（長崎）

15

27

極左各派「終戦記念日闘争」
（４都府県）

革労協反主流派「第40回全国
反戦集会」（東京）

30～31 中核派（党中央）系全学
連「第78回定期全国大会」
（東京）

朝鮮総聯が貸付金等の大半を
返済していないとして、整理回
収機構が約910億円の返済を求
めた訴訟で、東京地方裁判所は、
朝鮮総聯に全額の返済を命じる
判決
９ 自民・公明両党は、日中与党
交流協議会の会合を仙台市で開
催し、日中関係の改善と進展に
向けた共同提言を策定
10 第 1 0 管 区 海 上 保 安 本 部 は 、
「中国海警局の公船２隻が鹿児
島県沖で我が国の領海に侵入し
た」と発表
10 ロシア軍東部軍管区は、「北
方領土で兵士1,000人以上が参加
する軍事演習を開始した」と発表
15 中国外交部報道官は、安倍首
相が靖国神社に玉串料を私費で
奉納したことについて、「侵略
戦争の直接責任があるＡ級戦犯
が奉られている」と指摘し、
「日本の間違ったやり方に断固
反対する」と発言
17～18 スペイン・カタルーニャ
州バルセロナで、男が車両で歩
行者を轢過し、14人が死亡、100
人以上が負傷。その後バルセロ
ナ郊外で車両が警察官２人をひ
き逃げし、同車両内から１人の
遺体を発見。また、カンブリル
スで、男５人が車両で歩行者を
轢過し、１人が死亡、警察官１
人を含む６人が負傷
18 フィンランド・トゥルク中心
部の広場及び市場で、男が刃物
で通行人を襲撃し､２人が死亡､
８人が負傷
18 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
23 ロシアのメドヴェージェフ首
相は、北方領土をロシアの経済
特区に指定する決定に署名
25 小野寺五典防衛相は、「中国
軍の爆撃機「Ｈ６」６機が、24
日に沖縄本島と宮古島の間を通
過して紀伊半島沖まで飛行した
として、外交ルートを通じて中
国側に飛行の意図を確認する
「関心表明」を行った」と発表
25 菅義偉官房長官は、「核・ミサイ
ル開発を進める北朝鮮への独自制
裁として、中国やナミビアの企業を含
む６企業及び２個人を新たに資
産凍結の対象に追加した」と発表
25 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
25 ベルギー・ブリュッセル中心
部の大通りで、男がパトロール
中の兵士３人を刃物で襲撃し、
兵士１人が負傷
28 ロシア・ダゲスタン共和国カ
スピースクの給油所で、男２人
が給油中の警察官３人を刃物で
襲撃し、警察官１人が死亡、１
人が負傷
29 ロシア軍東部軍管区司令部は、
北方領土を含む千島列島で兵士
2,500人以上が参加する軍事演
習を開始したと発表

共産党・大衆・労働・オウム等

４
４

共産党「幹部会」（東京）
共産党「全国都道府県委員長
会議」（東京）
４～６ 原水禁「被爆72周年原水
爆禁止世界大会・広島大会」
（広島）
５～６ 原水協「原水爆禁止2017
年世界大会・広島」（広島）
７～９ 原水協「原水爆禁止2017
年世界大会・長崎」（長崎）
７～９ 原水禁「被爆72周年原水
爆禁止世界大会・長崎大会」
（長崎）
11～15 オウム真理教上祐派が、
南烏山施設において集中セミナ
ー（前半）を開催
12 「翁長知事を支え、辺野古に
新基地を造らせない県民大会」
（沖縄）

６

安倍晋三首相「広島市原爆死
没者慰霊式並びに平和祈念式」
参列等に伴う警護（広島）

９

安倍首相「長崎原爆犠牲者慰
霊平和祈念式典」参列等に伴う
警護（長崎）
９ 右翼団体「反ロデー」をめぐ
り北方領土返還等を主張する街
宣（19都道府県）
10～16 皇太子御一家「須崎御用
邸」御静養に伴う警衛(静岡）
15 右翼団体「終戦の日」をめぐ
る街宣、参拝等（38都道府県）

18～20 全教「教育研究全国集会
2017」（岡山）

19

「安倍内閣退陣を求める8･19
国会議員会館前行動」
（東京）

19～20 オウム真理教上祐派が、
豊明施設等３府県３か所におい
て集中セミナー（後半）を開催

27

18～20 右翼団体「全教教育研究
全国集会2017」批判街宣（岡山）
18～23 秋篠宮殿下・眞子内親王
殿下「ハンガリー」御旅行に伴
う警衛
（眞子内親王殿下・19日御出発）
21～30 皇太子御一家「那須御用
邸」御静養に伴う警衛（栃木）
22～29 天皇皇后両陛下「軽井沢
御静養・草津アカデミー御出席」
に伴う警衛（長野・群馬）

「オール九州玄海原発再稼働
許さない！」（福岡）

30

安倍首相「日英両首脳による
京都訪問」に伴う警護

30～9/1 「公賓」英国首相来日
に伴う警護（東京、京都）

16

９月
国
１

際

情

勢

国

内

情

勢

中国全国人民代表大会常務委員会で、国歌を侮辱するような替え
歌等を禁止する「国歌法」が可決・成立

３

政府は、「午後０時31分頃、気象庁が北朝鮮付近を震源とする、
自然地震ではない地震波を探知した。北朝鮮が核実験を実施したも
のと判断している」と発表
３ 北朝鮮の朝鮮中央放送は、「大陸間弾道ロケット装着用水爆実験」
を実施して「完全成功」したとする核兵器研究所の声明を報道
５

ロシアのプーチン大統領は、米国が３か所の在米ロシア外交施設
を閉鎖したことについて、施設利用権の侵害だと批判し、米国で裁
判に訴える方針を表明
７ 北朝鮮の朝鮮中央通信は、「大陸間弾道ロケット装着用水爆実験
の完全成功を祝賀する平壌市軍民慶祝大会が６日、金日成広場で開
かれた」と報道
７ 韓国国防省は、「ターミナル段階高高度地域防衛システム
（ＴＨＡＡＤ）の発射台４基を韓国南部・星州の米軍施設に搬入し
た」と発表
10

８

秋田県内陸南部を震源とする地震が発生し、秋田県大仙市におい
て震度５強を観測

ロシアで統一地方選挙が実施され、改選対象だった16の知事選挙
全てでプーチン政権が推した候補が勝利

12

国連安全保障理事会は、北朝鮮が６回目の核実験を強行したこと
を受け、北朝鮮への原油や石油製品の輸出量制限等を盛り込んだ決
議を全会一致で採択
12 ロシア外務省は、国連安全保障理事会が採択した新たな北朝鮮制
裁決議について「当初の米国の極端に厳しい制裁案を、中国と共に
かなりの部分で修正できた」と評価する声明を発表
15

ロシア、イラン及びトルコの３か国は、シリア北西部イドリブ県
に戦闘を停止する緊張緩和地帯を設け、合同で停戦監視団を派遣す
ることで合意
15 防衛省は、「北朝鮮が午前６時57分頃、平壌近郊から弾道ミサイ
ルを東北東方向に発射。ミサイルは、北海道渡島半島付近及び襟裳
岬付近の上空を通過し、襟裳岬の東約2,200キロメートルの太平洋
上に落下したものと推定される」と発表
15 国連安全保障理事会は、北朝鮮の弾道ミサイル発射を「常軌を逸
した行為」と非難する報道声明を発表
17 北朝鮮による拉致被害者「家族会」や支援組織「救う会」等は、
プーチン大統領は、ロシア北西部ルシスキーの軍演習場を訪問し、
「金正恩政権の無辜の民抑留と核ミサイル脅迫を許すな 今年中に
ロシア及びベラルーシによる軍事演習「ザーパド2017」を視察
全拉致被害者の救出を！国民大集会」を東京都千代田区の砂防会館
19 米国のトランプ大統領は、国連総会の一般討論演説において、拉
で開催
致被害者横田めぐみさんと思われる少女について触れつつ、北朝鮮 17～18 台風第18号が鹿児島県南九州市付近に上陸した後、高知県、
による拉致問題について言及。また、北朝鮮について触れ、「自国
兵庫県及び北海道に再上陸
や同盟国の防衛を迫られれば、北朝鮮を完全に破壊するしかない」
と述べるとともに、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長を「ロケット
マン」と呼び、「自殺行為を進めている」などと批判
18

20

安倍晋三首相は、国連総会の一般討論演説において、拉致被害者
横田めぐみさんの名前を挙げつつ、北朝鮮による拉致問題について
言及
21

22

朝鮮中央放送は、金正恩朝鮮労働党委員長が、トランプ大統領の
国連総会の一般討論演説に対し、「米国の老いぼれの狂人を必ず、
必ず火で罰する」などと報復を示唆する「国務委員会委員長声明」
を発表したと報道
24 北朝鮮の李容浩外相は、国連総会における演説で、米国が武力行
使する兆候があれば「容赦ない先制行動で予防措置を取る」と警告
27

関西電力高浜発電所向けのウラン・プルトニウム混合酸化物燃料
（ＭＯＸ燃料）がフランスから同原発に到着

中国国務院台湾事務弁公室報道官は、台湾の頼清徳行政院長によ
る「台湾独立」をめぐる発言について、「いかなる形での台湾独立
の言動も断固反対する」などと反発
27 韓国警察庁は、「北朝鮮が７月から８月にかけてサイバー攻撃を
通じて仮想通貨ビットコインの窃取を試みた」と発表
28 安倍首相は、都内で拉致被害者家族等と面会し、国連総会で拉致
29 中国共産党は、７月に解任された孫政才前重慶市党委員会書記の
問題の解決を訴えた取組などについて説明
党籍を剥奪し、公職から追放した上で司法送致とする処分を決定
29 ロシア外務省のブルミストロフ巡回大使が、ロシア・モスクワで、
北朝鮮外務省の崔善姫北米局長と会談。ロシア外務省は、声明で
「政治的・外交的手段による問題解決の道を探るため共に努力する
用意があることを確認した」と表明

17

９月
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団

１

革労協反主流派「関東大震災
下朝鮮人・中国人大虐殺94ヵ年
徹底糾弾 日朝連帯集会」
（東京）

１

革労協主流派「9･1関東大震
災94ヵ年闘争」
（東京、神奈川）

１～３ 革労協反主流派「防災訓
練粉砕闘争」（３都県）
３

革労協主流派「報徳会宇都宮
病院入院患者差別虐殺33ヵ年糾
弾9･3現地闘争」（栃木）

10

中核派（党中央）系「9.10徳
島刑務所デモ」（徳島）

12～13 革マル派系全学連「第87
回定期全国大会」（東京）

24

革労協主流派「9･24三里塚全
国総決起集会」（千葉）

外 事 ・ 国 際 テ ロ
中国の全小中学校で、旧日本
軍との「抗日戦争」期間を従来
の８年から14年に拡大した歴史
教科書の使用を開始
５ マレーシア警察は、東南アジ
ア競技大会閉会式に対するテロ
攻撃を計画したとして、ＩＳＩＬ
とつながりがあるとされるアブ
・サヤフ・グループ（ＡＳＧ）
メンバーら８人を逮捕し、テロ
攻撃を阻止したと発表
７ 安倍首相は、ロシア・ウラジ
オストクで行われた東方経済フ
ォーラムに際してプーチン大統
領と首脳会談を開催。北方四島
における共同経済活動に関し、
早期に取り組むプロジェクトと
して５件の候補を特定した上で、
できるものから実施していくこ
となどで一致
８ 日中国交正常化45周年の記念
式典が、北京の人民大会堂で開
催され、日中友好７団体代表と
日中両国関係者約300人が出席
11～15 拉致被害者「家族会」、
支援組織「救う会」、拉致議連
のメンバーが訪米し、米国政府、
議会、国連等で北朝鮮による拉
致問題に係る働き掛けを実施
13 高校授業料無償化の対象から
朝鮮学校を除外した国の処分に
ついて、東京朝鮮中高級学校の
元生徒62人が、国に１人あたり
10万円の賠償を求めた訴訟で、東
京地方裁判所は、請求棄却の判決
15 英国ロンドン南西部のパーソン
ズ・グリーン駅で停車中の地下鉄車
両内で爆発が発生し、30人が負傷
18 中国遼寧省の日刊紙「大連日
報」は、スパイ活動に従事した
疑いで大連市国家安全局が取り
調べていた日本人１人について、
同日正式に逮捕されると報道
21 河野太郎外相は、ニューヨー
クの国連本部で、中国の王毅外
交部長と会談。朝鮮半島の非核
化を引き続き目指すことで一致
21 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
24 日帰りの予定で23日に行われ
た北方領土への初の空路墓参に
参加した元島民ら計68人が、天
候不良のため日程を延長し、国
後島及びロシア・サハリン州か
らチャーター機で北海道の中標
津空港に帰港
25 中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
28 安倍首相は、中国の国慶節と
日中国交正常化45周年を祝う駐
日中国大使館主催の記念式典に
出席し、平成30年以降に中国の
習近平国家主席との相互訪問の
実現を目指す考えを表明
30 カナダ・アルバータ州エドモ
ントンで、男が乗用車で警察官
を轢過し、降車して刃物で同警
察官を襲撃。その後、バン型車
両で通行人を轢過し警察官１人
と通行人４人が負傷

共産党・大衆・労働・オウム等

１

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護
１

安倍首相「平成29年度総合防
災訓練」参加に伴う警護
（神奈川）

２～３ 皇太子同妃両殿下「第32
回国民文化祭・なら2017」御臨
場等に伴う警衛（奈良）
６～８ 安倍首相「第３回東方経
済フォーラム」出席等に伴う警
護（ロシア）

11

14

経済産業省周辺で無許可のデ
モを指揮した集会、集団行進及
び集団示威運動に関する条例違
反で、反原発運動に取り組んだ
男１人を逮捕（東京）
共産党「全国都道府県青年・
学生部長会議」（東京）

15～18 オウム真理教主流派が、
八潮大瀬施設等８都道府県９か
所において集中セミナー(前半)
を開催
18 「さようなら原発 さような
ら戦争 全国集会」（東京）
19

「戦争法強行採決から２年、
戦争法・共謀罪の廃止と安倍内
閣退陣を求める大集会」
（東京）

12～ 佳子内親王殿下「英国」短
期御留学に伴う警衛

13～15 安倍首相「インド訪問」
に伴う警護

18～22 安倍首相「第72回国連総
会」出席等に伴う警護（米国）

20～21 天皇皇后両陛下「私的御
旅行」に伴う警衛（埼玉）
20～21 皇太子殿下「天狗岳御登
山」に伴う警衛（長野）

21

「ＭＯＸ燃料搬入を許さない！
現地集会とデモ」（福井）
21 共産党「全国都道府県委員長
会議」（東京）
22～25 オウム真理教主流派が、
八潮大瀬施設等８都道府県９か
所において集中セミナー(後半)
を開催
25

オウム真理教主流派が、観察
処分の期間更新決定を不服とし
て、27年７月22日に提起した国
を被告とする観察処分取消請求
訴訟で、東京地方裁判所が請求
を棄却
25 オウム真理教上祐派が、観察
処分の期間更新決定を不服とし
て、27年６月１日に提起した国
を被告とする観察処分取消請求
訴訟で、東京地方裁判所が同決
定のうち「ひかりの輪」を対象
とする部分を取り消す旨の判決
26～28 民青同「第３回中央委員
会」（静岡）

18

25～10/4 秋篠宮同妃両殿下「チ
リ」御訪問に伴う警衛

29

右翼団体「反中共デー」をめ
ぐる街宣等（８都道府県）
29～10/1 天皇皇后両陛下「第72
回国民体育大会」御臨場等に伴
う警衛（愛媛）
30 安倍首相「海上自衛隊舞鶴地
区」訪問に伴う警護（京都）

10月
国

際

情

勢

北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の異母兄・金正男氏がマレーシ
アで殺害された事件の実行犯として、殺人罪で起訴された女２人の
初公判がクアラルンプール近郊の高等裁判所で開始
４ ロシアのプーチン大統領は、ロシア・モスクワで開催された国際
会議で、2000年に北朝鮮の故金正日総書記と会談した際、「原爆を
保有していると告げられた」と明かし、制裁は効果がないと強調
４ 米韓政府は、自由貿易協定（ＦＴＡ）を見直す特別合同委員会の
２回目会合を米国ワシントンで開き、米韓ＦＴＡの再交渉に事実上
合意
５ プーチン大統領は、ロシアを初めて訪問したサウジアラビアのサ
ルマン国王とモスクワで会談。両首脳は、ロシアからサウジアラビ
アへの武器輸出について協議する政府間委員会を設置することで合
意したほか、原油市場の安定化に向け協調を続ける方針を確認
７ ロシア各地で、反政権運動指導者ナヴァリヌイ氏が拘束されたこ
となどに抗議する集会、デモが開催
８ 北朝鮮の朝鮮中央放送は、朝鮮労働党中央委員会第７期第２回全
員会議（総会）が７日、平壌で開かれ、金正恩朝鮮労働党委員長の
妹とされる金与正氏が党政治局員候補に選出された旨報道
11 中国外交部報道官は、米海軍が南シナ海に艦船を派遣して「航行
の自由」作戦を実施したことについて、「断固反対する」と批判し
米側に抗議したと公表
12 主要７か国（Ｇ７）は、米国ワシントンで財務相・中央銀行総裁
会議を開催し、核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対し、最大限の
経済的な圧力をかけることで一致
16 プーチン大統領は、国連安全保障理事会で2016年11月末に採択さ
れた北朝鮮への制裁決議に沿って、対北朝鮮貿易制限等を実施する
大統領令に署名
16～18 米韓両海軍は、朝鮮半島沖の日本海で黄海で合同軍事演習を
実施
18 中国共産党第19回党大会が開幕。中国の習近平総書記は、１期目
の総括と今後の方針を示す活動報告で、21世紀半ばまでに「現代化
した社会主義の強国を建設する」との目標を提示し、「総合的な国
力と国際影響力で世界をリードする国家になる」と主張
19 中国の楊暁渡中央紀律検査委員会副書記は、習近平指導部発足後
の５年間で、人民解放軍を含む次官級以上の高官440人、局長級幹
部約8,900人、課長級幹部約６万3,000人を摘発し、紀律違反により
党員約153万人を処分したと発表
19 プーチン大統領は、ロシア・ソチで開催された国際会議で、「北
朝鮮問題の解決には対話が必要だ。北朝鮮を追い詰めず、脅さず、
罵倒を認めてはならない」と述べて圧力を強める米国をけん制した
ほか、「好むか好まないかは別にして、主権国家であることを忘れ
てはならない」として、金正恩体制を正統政権として支持する姿勢
を表明
19 朝鮮中央放送は、16日に始まった米韓合同軍事演習に対し、「敵
は、我々式の超強力対応措置が十分に準備されているということも
理解すべきだ」などと警告する北侵核戦争演習反対全民族非常対策
委員会報道官声明を報道
19 欧州連合は、ベルギー・ブリュッセルで開催した首脳会議で、北
朝鮮に核・ミサイル開発を放棄させるため、圧力をかけ続けていく
方針を確認
20 河野太郎外相は、記者会見で、韓国軍が島根県竹島の防衛部隊創
設を計画していることについて、政府として韓国側に抗議したこと
を発表
24 ウクライナ、ロシア等で、公的機関や企業のコンピュータがラン
サムウェア「BadRabbit」に感染する事案が発生
24 中国共産党第19回党大会は、習近平総書記が掲げる指導理念「習
近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想」を行動指針とする党
規約改正案を採択し、閉幕
25 中国共産党第19期中央委員会第１回全体会議が開催され、最高指
導部である政治局常務委員等を選出し、２期目の習近平指導部が発
足
26 朝鮮中央放送は、中国共産党の新指導部発足を受け、金正恩朝鮮
労働党委員長が25日付けで習近平総書記宛てに祝電を送った旨報道
26 米財務省は、北朝鮮での人権侵害に関与したとして、北朝鮮の軍
の機関や軍幹部等３組織及び７個人を資産凍結や米国人との取引禁
止等の制裁対象に指定したと発表
27 慰安婦問題を検証した学術書「帝国の慰安婦」で元慰安婦の名誉
を傷つけたとして名誉毀損に問われた韓国世宗大学教授の控訴審で、
ソウル高裁は、無罪とした一審判決を破棄し、罰金1,000万ウォン
の言渡し

国

内

情

勢

２

４

原子力規制委員会は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所６、７号機
が新規制基準に適合しているとする審査書案を了承

６

福島県沖を震源とする地震が発生し、福島県楢葉町、川内村にお
いて震度５弱を観測

11

普天間飛行場所属の大型輸送ヘリコプターＣＨ－53Ｅが、訓練飛
行中の火災により、沖縄県国頭郡東村高江の民間牧草地に緊急着陸

23

28

19

台風第21号が、静岡県御前崎市付近に上陸

台風第22号の影響により、西日本から東日本にかけての太平洋側
に大雨

10月
極
１

４

８

左

暴

力

集

団

中核派（党中央）「ロシア革
命100年記念集会」（東京）

免状不実記載罪で中核派（党
中央）活動家１人を逮捕
（広島、徳島）

外 事 ・ 国 際 テ ロ
１

共産党・大衆・労働・オウム等

フランス・マルセイユのサン
・シャルル駅前で、男が通行人
を刃物で襲撃し、２人が死亡

中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入
５ パキスタン・バルチスタン州
クエッタのシーア派宗教施設で、
自爆テロが発生し、24人が死亡、
30人以上が負傷

１

３

共産党「第２回中央委員会総
会」（東京）

６

27年にオウム真理教主流派及
び上祐派が提起した観察処分取
消請求訴訟に関し、「ひかりの
輪」を対象とする部分を取り消
す旨の第一審判決に対し、国が
東京高等裁判所に控訴

10
14

北海道根室市の南東約300キ
ロメートル沖で、５日にロシア
国境警備局の臨検を受け、国後
島古釜布に連行された厚岸漁協
所属のサンマ漁船「第63福寿丸」
が帰港

14

ソマリア・モガディシュの中
心部で、自動車に積載された爆
弾が爆発し、512人が死亡、312
人が負傷

17
21～24 革労協反主流派「反帝－
国際連帯全国統一行動」
（４都府県）

道路交通法違反及び電子計算
機使用詐欺罪で中核派（党中央）
活動家１人を逮捕（愛知、三重）

25

詐欺罪で中核派（党中央）活
動家３人を逮捕（福岡、熊本）

中核派（党中央）系「10･31
狭山集会」（東京）

28～29 極左各派「第37回全国豊
かな海づくり大会現地抗議行動」
（福岡）
革マル派「10･29労学統一行
動」（５都道府県）
29 中核派（党中央）系「10･31
狭山集会」（広島）
29～30 革労協主流派「全学連第
68回定期全国大会」（千葉）
31 公務執行妨害罪で中核派（党
中央）系全学連活動家２人を逮
捕（京都）

中国外交部報道官は、安倍首
相が靖国神社に真榊を奉納した
ことを受け、「侵略の歴史を直
視し、深く反省するよう促す」
と述べて批判

共産党は、第48回衆議院議員
総選挙で、比例代表に65人、小
選挙区に206人の候補者を擁立

９～12 「公実賓」デンマーク王
国皇太子同妃両殿下来日に伴う
警護警備
（東京、宮城、石川、千葉）

15

19

「安倍９条改憲ＮＯ！安倍内
閣退陣！10･19国会議員会館前
行動」（東京）

22

共産党は、第48回衆議院議員
総選挙で、解散時21議席から９
議席減の12議席（小選挙区１、
比例代表11）を獲得

22

イルカショー上演中のプール
に飛び込むなどした威力業務妨
害罪で海外の動物権利団体の活
動家ら２人を逮捕（翌23日、共
犯の外国人男性１人を逮捕）
（和歌山）

日中両政府は、外務・防衛当
局幹部による「日中安保対話」
を開催し、北朝鮮情勢や自衛隊
と中国軍の不測の衝突を避ける
ため早期運用開始を目指す「海
空連絡メカニズム」等について
意見交換

皇太子殿下「第18回世界肺癌
学会議開会式」御臨席に伴う警
衛（神奈川）

23～24 皇太子同妃両殿下「第20
回全国農業担い手サミットinこ
うち」御臨席等に伴う警衛
（高知）

27～30 天皇皇后両陛下｢平成29
年７月九州北部豪雨被災地御見
舞・第37回全国豊かな海づくり
大会」御臨席等に伴う警衛
（福岡・大分）
27～29 皇太子殿下「第17回全国
障害者スポーツ大会」御臨場等
に伴う警衛（愛媛)

29

31

２～３ 皇太子同妃両殿下「ＳＴ
Ｓフォーラム第14回年次総会閉
会式」御臨席等に伴う警衛
（京都）

26～27 秋篠宮同妃両殿下「タイ」
御旅行に伴う警衛
27

28

安倍晋三首相「ＳＴＳフォー
ラム」出席に伴う警護（京都）

５

三里塚芝山連合空港反対同盟
北原グループ及び支援極左「10
･8全国総決起集会」（千葉）

25

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

28～29 右翼団体「竹島奪還の日」
をめぐり「竹島返還」等を主張
する街宣等（10都道府県）

31

米国・ニューヨークのマンハ
ッタンで、男が車両で歩行者等
を轢過し、８人が死亡、12人が
負傷

中核派（党中央）系「10･31
狭山集会」（大阪）

20

11月
国

際

情

勢

６

韓国政府は、北朝鮮の核・ミサイル開発のための資金調達に関与
したとして、北朝鮮の銀行幹部18人との取引を禁じる独自制裁を発
動

７

米国のトランプ大統領は、韓国の文在寅大統領とソウルの大統領
府で会談

９

トランプ大統領と中国の習近平国家主席は、北京で会談。北朝鮮
の核・ミサイル開発を阻止するため、国連安保理が採択した全ての
制裁決議の厳格な履行で一致

国

韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮の兵士１人が板門店の共同警備区
域の北側建物から南北軍事境界線を越えて韓国に亡命したと発表

14

国連総会第３委員会において、我が国と欧州連合（ＥＵ）が共同
提出した北朝鮮人権状況決議が採択

16

東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）は、13日に開いた首脳会議の
議長声明を発表。南シナ海問題について、過去の声明で使用されて
きた「懸念」の文言が消え、「ＡＳＥＡＮと中国の関係改善に留意」
すると表現

17

ソウル中央地検は、領収書の不要な特別活動費を裏金として大統
領府に上納していた疑いで、朴槿恵政権で情報機関の国家情報院長
を務めた李丙琪及び南在俊の両容疑者を逮捕

17

中国共産党の宋濤中央対外連絡部長は、習近平国家主席の特使と
して北朝鮮を訪問

20

情

勢

６

政府は、名護市辺野古沿岸部で、埋立区域を囲む新たな護岸建設
に着手

６

北朝鮮による拉致被害者家族らが、都内で米国のトランプ大統領
夫妻と面会

10

ベトナム・ダナンで開かれた環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）
閣僚会合で、米国を除く11か国が、新協定「包括的及び先進的な環
太平洋パートナーシップ協定」に大筋合意

14

政府は、名護市辺野古沿岸部で、移設工事の護岸造成に使う石材
の海上搬入を開始

24

日本原子力発電は、東海第二発電所の運転期間延長を求める申請
書を原子力規制委員会に提出

27

西川一誠福井県知事は、関西電力大飯発電所３、４号機の再稼働
への同意を表明

11～14 米海軍第７艦隊は、原子力空母３隻が参加した共同演習を日
本海で実施
13

内

米国政府は、2008年以来９年ぶりに北朝鮮をテロ支援国家に再指
定

20

ロシアのプーチン大統領は、ロシア・ソチでシリアのアサド大統
領と会談し、シリア内戦を早期に終結させ、政治的な解決に向け協
力する方針を確認

21

米財務省は、北朝鮮の核・ミサイル開発の資金源を遮断するため、
違法取引を行ったとして、中国と北朝鮮の貿易、輸送会社等13団体、
中国人１人及び北朝鮮の船舶20隻を、米国内の資産凍結や米国人と
の取引禁止等の制裁対象に指定したと発表

21

プーチン大統領は、トランプ大統領と電話で会談し、シリア、北
朝鮮問題での連携を確認

22

プーチン大統領、トルコのエルドアン大続領及びイランのローハ
ニ大統領は、ソチで首脳会議を行い、シリア和平の実現に向けた共
同声明を発表

24

韓国の国会は、毎年８月14日を慰安婦の記念日に指定する内容を
盛り込んだ「日本軍慰安婦被害者生活安定支援法」の改正案を可決

25

プーチン大統領は、国内で活動する外国報道機関をスパイと同義
の「外国の代理人」に指定できる改正法案に署名

29

北朝鮮は、西岸の平城付近から東方向に弾道ミサイルを発射。ミ
サイルは、青森県西方約250kmの日本海に落下

21
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団

外 事 ・ 国 際 テ ロ
２

３

統一共産同盟「反戦・改憲阻
止 天皇制廃絶「明治の日」制
定反対トランプ来日を許すな
11･3全国集会」（東京）

５

中核派（党中央）系「11･5全
国労働者総決起集会」（東京）

中国公船４隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入

共産党・大衆・労働・オウム等
１
３

「安倍９条改憲ＮＯ!全国市
民アクション11･3国会包囲大行
動」（東京）

革マル派「11･5全九州労学統
一行動」（福岡）
５～６ 極左各派「トランプ来日
反対闘争」（５都道府県）
10
革マル派「11･12革共同政治
集会」（東京）

皇太子同妃両殿下「東日本大
震災復興状況」御視察に伴う警
衛（宮城）

５～７ 右翼団体「トランプ米国
大統領来日」をめぐる街宣等
（東京、埼玉）
５～７ 「公式実務訪問賓客」米
国大統領夫妻来日に伴う警護
（東京、埼玉）
５ 安倍晋三首相「米国大統領と
のゴルフ」に伴う警護(埼玉）
５～10 三笠宮寛仁妃殿下「オラ
ンダ」御旅行に伴う警衛

５

12

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

安倍首相は、ベトナム・ダナ
ンで行われたＡＰＥＣ首脳会談
の際に、プーチン大統領と首脳
会談を行い、北方四島における
共同経済活動について、双方の
法的立場を害さない形で、プロ
ジェクトを具体化するための検
討を加速させることで一致

９～15 安倍首相「ＡＰＥＣ首脳
会議及びＡＳＥＡＮ関連首脳会
議」等出席に伴う警護
（ベトナム、フィリピン）

11

プーチン大統領は、ダナンで
記者会見し、日露間の平和条約
締結について、解決には長い時
間を要するとの認識を表明
11 安倍首相は、習近平国家主席
とダナンで首脳会談を行い、両
国の関係改善を加速させること
で一致したほか、北朝鮮問題で
緊密に連携していくことを確認
13

17

免状不実記載罪で中核派（党
中央）非公然活動家１人を逮捕
（警視庁）

19

21
25

25

中核派（党中央）非公然アジ
トを摘発（警視庁）
電磁的公正証書原本不実記録
・同供用罪で中核派（党中央）
非公然活動家１人、公務執行妨
害罪で同派非公然活動家１人を
逮捕（警視庁）

26

中核派（党中央）系「星野さ
ん大坂さんを今すぐ返せ11･26
全国集会」（東京）

28

銃砲刀剣類所持等取締法違反
等で革労協反主流派非公然活動
家１人を逮捕
（警視庁、埼玉、神奈川）

29

免状不実記載罪で中核派（党
中央）非公然活動家１人を逮捕
（警視庁）

安倍首相は、中国の李克強首
相とフィリピン・マニラで首脳
会談を行い、日中関係の改善促
進や日中韓首脳会談の早期開催
で一致
防衛省統合幕僚監部は、中国
軍のＨ６爆撃機４機を含む６機
が、沖縄本島と宮古島の間の宮
古海峡の公海上を飛行し、航空
自衛隊の戦闘機が緊急発進した
と発表
日中経済協会の訪中団は、李
克強首相と会談。李克強首相は、
日中関係の改善が両国の経済の
好機になると強調し、中国への
積極的な投資を要請

13

オウム真理教主流派信者が教
団名を秘匿し、仏教の勉強会を
装って勧誘した際に、契約解除
に関する事項等を記載した書面
を交付しなかった特定商取引に
関する法律違反で主流派の拠点
施設等を捜索（北海道）

15

共産党「全国基地問題担当者
会議」（東京）

19

「安倍９条改憲を許さない、
森友・加計学園疑惑徹底追及、
安倍内閣の退陣を要求する11･19
国会議員会館前行動」（東京）

20

公安調査庁長官は、オウム真
理教について、団体規制法に基
づき、あらかじめ警察庁長官の
意見を聴いた上で、公安審査委
員会に対し、平成27年に更新さ
れた観察処分の期間の更新を請
求

24

河野太郎外相は、ロシア・モ
スクワで、ロシアのラヴロフ外
相と会談し、北朝鮮の非核化に
向けた連携や国連安保理による
制裁決議の完全履行で一致
24 米国製赤外線暗視カメラを中
国向けに不正に輸出した中国人
留学生を外為法違反（無許可輸
出）で、書類送検（警視庁）
24 エジプト・北シナイ県のスー
フィズム宗教施設で、武装グル
ープによる襲撃事件が発生し、
309人が死亡、128人が負傷

16～18 天皇皇后両陛下「地方事
情」御視察に伴う警衛（鹿児島)

18～19 皇太子同妃両殿下「第41
回全国育樹祭」御臨場等に伴う
警衛（香川）

27～30 「国賓」ルクセンブルク
大公殿下来日に伴う警護
（東京、茨城）

28
29

中国公船３隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入

22

天皇皇后両陛下「ルクセンブ
ルク大公殿下」御案内に伴う警
衛（茨城）

12月
国

際

情

勢

中国共産党は、約120か国から200人以上の政党党首らが出席する
「世界政党ハイレベル対話」を北京で初めて開催。中国の習近平総
書記は演説で、自身が掲げる外交理念「人類運命共同体の構築」へ
の協力を呼び掛け、中国主導の新たな国際秩序を目指す「新時代」
の大国外交の推進をアピール
２ 北朝鮮の朝鮮中央放送は、11月29日に実施した弾道ミサイル発射
実験の「成功」を慶祝する軍民交歓大会が平壌で開催された旨報道
５ 12月８日開催のサッカー東アジアE-1選手権に出場する北朝鮮代
表の選手団が北京国際空港から羽田空港に到着
５ ロシア法務省は、外国から資金を受け取っているとして、米系の
９つのメディアを「外国の代理人」に指定
６ ロシアのプーチン大統領は、2018年３月に実施予定のロシア大統
領選挙への出馬を表明
６ プーチン大統領は、2018年２月の平昌冬季五輪にロシア選手団と
しての出場を認めないとの国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の決
定をめぐり、個人資格での五輪出場を認める意向を表明
７ 北朝鮮を訪問した国連のフェルトマン事務次長は、平壌で李容浩
外相と会談
11 プーチン大統領は、シリアにあるロシア軍の空軍基地を訪問し、
シリアに駐留するロシア軍の撤退開始を宣言
11 中国の最高人民検察院は、孫政才前重慶市党委書記を収賄容疑で
立件することを決定し、現在捜査を進めていると発表
12 朝鮮中央放送は、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が11日に平壌
で開幕した第８回軍需工業大会に出席した旨報道
14 習近平国家主席と韓国の文在寅大統領は北京で会談し、北朝鮮の
核・ミサイル問題の平和的解決の重要性を改めて確認するとともに、
ターミナル段階高高度地域防衛システム（ＴＨＡＡＤ）配備問題で
悪化した関係の改善に向け、経済協力等を進めることで一致
14 欧州連合（ＥＵ）は、ベルギー・ブリュッセルで開催された28加
盟国による首脳会議で、ウクライナ危機をめぐって2014年７月に発
動した対露経済制裁の延長で合意
15 ロシア上院は、任期満了に伴うロシア大統領選挙の投開票日を
2018年３月18日と正式に決定
15 ロシア大統領府は、プーチン大統領が米国のトランプ大統領と電
話会談し、朝鮮半島の核問題及び二国間関係について協議したと発表
17 プーチン大統領は、トランプ大統領と電話で会談し、米中央情報
局（ＣＩＡ）の情報提供でテロを未然に防げたとして謝意を伝達
18 トランプ大統領は安全保障政策の指針となる「国家安全保障戦略」
を発表。中国とロシアを、米国の国益や国際秩序に挑む「修正主義
勢力」と断じ「強国同士の競争が再び戻ってきた」との危機感を表明
19 朝鮮中央放送は、警視庁等が17日に「金剛保険」の本社や支社等
を捜索したことや、京都府警察等５府県の合同捜査本部が14日に外
為法違反容疑で朝鮮商工会館等を捜索したことについて、「我が共
和国と総聯に対する重大な挑発である」などと非難
19 米国は、５月に発生した「WannaCry」等と呼ばれるランサムウェ
アの感染事案について、北朝鮮によるものと発表
19 国連総会本会議において、我が国と欧州連合（ＥＵ）が共同提出
した北朝鮮人権状況決議が採択
21 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮との軍事境界線で北朝鮮軍兵士１
人が亡命したと発表
22 朝鮮中央放送は、朝鮮労働党第５回細胞委員長大会が21日に平壌
で開幕し、金正恩朝鮮労働党委員長が出席した旨報道
22 国連安保理は、北朝鮮の石油製品輸入量を９割削減し、北朝鮮人
労働者を２年以内に本国へ送還することなどを盛り込んだ追加制裁
決議を全会一致で採択
24 北朝鮮の平壌放送等は、国連安保理で採択された新たな制裁決議
に対し、北朝鮮外務省が「朝鮮半島と地域の平和と安定を破壊する
戦争行為であり、全面的に排撃する」との報道官声明を発表した旨
報道
25 ロシア中央選挙管理委員会は、2018年３月のロシア大統領選挙へ
の出馬を目指していた反政権運動指導者ナヴァリヌイ氏について、
2017年２月に有罪判決を受けたことを理由に立候補申請を却下
27 プーチン大統領は、2018年３月の大統領選挙に無所属として立候
補する申請書類をロシア中央選挙管理委員会に提出
27 韓国外交部長官直属の「慰安婦合意検討タスクフォース」は、
2015年12月28日の慰安婦問題に関する日韓合意についての検討結果
を記載した報告書を発表
28 プーチン大統領は、ロシア・サンクトペテルブルクのスーパーマ
ーケットで27日夜に起きた爆発について、テロと断定し、治安対策
を強化する意向を表明

国

内

情

勢

１

６

日本原子力研究開発機構は、高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置
計画認可申請書を原子力規制委員会に提出

７

米軍大型輸送ヘリコプターＣＨ－53の部品が、沖縄県宜野湾市の
私立保育園の屋根で発見

13

飛行訓練中の普天間飛行場所属の大型輸送ヘリコプターＣＨ－53
Ｅの窓が、沖縄県宜野湾市の普天間第二小学校のグラウンドに落下

13

広島高等裁判所は、住民らが四国電力伊方発電所３号機の運転差
止めを求めた仮処分の即時抗告審で運転差止めの決定

15

政府は、北朝鮮が11月29日にミサイルを発射したことを受け、追
加制裁として新たに北朝鮮の金融サービス業者等19団体を資産凍結
の対象として指定することを閣議了解

16

政府は、北朝鮮による拉致問題の解決に向けた制裁の効果と今後
の展開について議論する国際シンポジウムを都内で開催

17

警視庁等は、朝鮮総聯系の保険会社「金剛保険」が整理回収機構
からの債権回収を免れようと資産を隠していた疑いがあるとして、
本社や支社等を強制執行妨害容疑で捜索

18

朝鮮総聯は、「金剛保険」に対する警視庁等の捜索について「突
然に全国的規模で異例な強制捜査が行われたことについて驚きを禁
じ得ない」とするコメントを発表

21

四国電力は、伊方発電所３号機の運転差止めを命じる仮処分決定
を不服として、広島高等裁判所に対し、仮処分の執行停止及び保全
異議を申立て

22

27

23

関西電力は、大飯発電所１、２号機の廃炉を決定

原子力規制委員会は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所６、７号機
について、新規制基準の合格証に当たる審査書を正式決定

12月
極

左

暴

力

集

団

外 事 ・ 国 際 テ ロ
１

２

革労協反主流派「第36回反安
保全国労働者研究交流集会」
（東京）

３

革労協主流派「反安保労研全
国研究交流集会」（東京）

10

詐欺罪で中核派（党中央）活
動家１人を逮捕（大阪）

４

中国外交部報道官は、沖縄県
石垣市が尖閣諸島の字名を「登
野城尖閣」に変更する方針を決
めたことについて、「日本側が
どのようないんちきをやろうと
釣魚島が中国に属している事実
を変えることはできない」と反
発

６

日中両政府は、上海で「高級
事務レベル海洋協議」の会合を
開き、東シナ海での偶発的な衝
突を防ぐ防衛当局間の「海空連
絡メカニズム」の構築と早期運
用に向けて「前向きな進展」が
あったと発表

中核派（党中央）系「12･17
労働者集会」（東京）

23～24 極左各派「天皇誕生日反
対闘争」（７都府県）
24

１

右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

共産党「幹部会」（東京）

２

「さようなら原発！12･2玄海
原発再稼働を許さない九州総決
起集会」（佐賀）
２～３ 共産党「第３回中央委員
会総会」（東京）

８～10 民青同「第41回全国大会」
（静岡）

３～６ 「公式実務訪問賓客」マ
ダガスカル大統領夫妻来日に伴
う警護（東京、神奈川）

８

右翼団体「開戦記念日」をめ
ぐる街宣等(７都道県)

20

安倍晋三首相「岩手県」訪問
に伴う警護

23

右翼団体「天皇誕生日」をめ
ぐる一般参賀、奉祝街宣、参拝
等(33都道府県)

11

小野寺五典防衛相は、ロシア
のゲラシモフ参謀総長と防衛省
で会談し、北朝鮮情勢について
意見交換
11 米国・ニューヨークのマンハ
ッタンの地下連絡通路で、男が
所持していた手製爆発物が爆発
し、男と通行人３人が負傷
14

17

公明党の山口那津男代表は北
京で習近平国家主席と面会し、
日中韓首脳会談の早期開催と来
年の習近平国家主席の訪日を要
請

共産党・大衆・労働・オウム等

食品等を北朝鮮向けに不正に
輸出した外為法違反（無承認輸
出）で、貿易会社役員らを逮捕
（京都、神奈川、新潟、山口、
島根）

パキスタン・バルチスタン州
クエッタのキリスト教会で、武
装グループによる襲撃事件が発
生し、９人が死亡、57人が負傷
18 防衛省統合幕僚監部は、中国
のスホイ30戦闘機等を含む計５
機が東シナ海から対馬海峡を通
過し、日本海を往復飛行したの
を確認し、航空自衛隊の戦闘機
が緊急発進したと発表

14

共産党・志位和夫委員長が、
ローラン・ピック駐日フランス
大使と懇談（東京）

15

「欠陥機オスプレイ墜落から
１年！抗議集会」（沖縄）

19

「安倍９条改憲を許さない！
安倍内閣の退陣を要求する12･19
国会議員会館前行動」（東京）

22

共産党「「安倍９条改憲ＮＯ
！3000万人署名」を推進するた
めの全国担当者会議」（東京）

25

志位委員長が、ベトナム共産
党のグエン・スアン・タン書記
と会談（東京）

17

24

中国公船３隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入

革労協反主流派「全学連第55
回定期全国大会」（東京）

25
28

自民党の二階俊博幹事長と公
明党の井上義久幹事長は、北京
で習近平国家主席と面会し、二
階幹事長は日中両首脳の相互往
来の早期実現を要請
28 ロシア外務省のザハロワ報道
官は、日本が米国製の地上配備
型迎撃システム「イージス・ア
ショア」の導入を決めたことに
ついて、平和条約締結交渉等に
悪影響を及ぼすとの見解を表明
30

中国公船３隻が、尖閣諸島周
辺の領海に侵入

第一審で懲役５年、第二審で
無罪との判決を受け、検察側が
上告していたオウム真理教元信
者による東京都庁内郵便物爆破
殺人未遂事件で、最高裁判所が
上告棄却を決定

29～１/２ オウム真理教上祐派が、
南烏山施設において集中セミナ
ー（前半）を開催
29～１/３ オウム真理教主流派が、
八潮大瀬施設等７都道府県７か
所において集中セミナー（前半)
を開催

24

