
平成30年年表



１月

国 際 情 勢 国 内 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、｢米国のいかなる核の威嚇も粉砕して対応することができ

る国家核武力の完成」を宣言し、「核弾頭と弾道ロケットを大量生

産して実戦配備する事業に拍車を掛けていくべき」と指示する一方、

平昌冬季オリンピック競技大会への代表団の派遣を示唆

４ ロシア国防省は、シリア北西部に駐留するロシアの空軍基地が

2017年12月31日に迫撃砲による攻撃を受け、兵士２人が死亡したと

発表

９ 中国国営「新華社通信」は、人民解放軍の房峰輝前統合参謀部参

謀長が、贈収賄の疑いで軍の検察機関に送致されたと報道

９ 中国の習近平国家主席は、北京において、フランスのマクロン大

統領と会談。両国は、中国が提唱する巨大経済圏構想「一帯一路」

の枠組みの下で協力関係を強化することなどで一致

９ 韓国と北朝鮮は、軍事境界線がある板門店の韓国側施設「平和の

家」で閣僚級協議を開催し、北朝鮮が平昌冬季オリンピック競技大

会に参加することなどを盛り込んだ共同報道文を発表

９ 韓国の康京和外交部長官は、慰安婦問題をめぐる日韓合意に関し、

「合意が両国の公式合意だった事実は否定できない」として、日本

政府に再交渉を求めないとする一方、日本政府が既に拠出した10億

円と同額を韓国政府が負担することなどを盛り込んだ新たな政府方

針を発表

11 ロシアのプーチン大統領は、金正恩朝鮮労働党委員長について、

「間違いなく賢明で成熟した政治家」と称賛

16 ミャンマーとバングラデシュの両政府は、難民としてバングラデ

シュに逃れているミャンマーのイスラム系少数民族ロヒンギャの帰

還について、同月23日に開始し、２年以内での完了を目指すことで

合意

17 米国のトランプ大統領は、北朝鮮の核・ミサイル問題に関し、ロ

シアが北朝鮮の制裁逃れを支援していると非難

21 沖縄県南城市長選挙で、「オール沖縄」の支援を受けた瑞慶覧長

敏氏(無所属・新)が、古謝景春氏（無所属・現）を破り、初当選

21 拉致被害者家族会及び救う会は、合同会議を開催し、「これ以上

22 欧州連合は、ベルギー・ブリュッセルで開催された外相理事会で、 待てない政府に今年中の全被害者救出を再度求める」とする新た

北朝鮮の核・ミサイル開発に関連する独自制裁として、国外を拠点 な運動方針を決定

に違法な取引に関与するなどした17人を、資産凍結や渡航禁止措置

の対象に追加することを決定

23 国連安全保障理事会は、シリアでの化学兵器使用に関する会合を 23 群馬県の草津白根山が噴火

開催。会合では、ロシアが化学兵器使用に関する新たな調査機関の

設置を提案したことについて、欧米諸国が相次いで批判

24 米国財務省は、北朝鮮の大量破壊兵器の開発等に関与したとして、

中国及び北朝鮮の貿易会社や輸送会社等９団体、北朝鮮の個人16人

並びに船舶６隻を制裁対象に指定したと発表

25 拉致被害者家族等は、安倍晋三首相と面会し、拉致被害者家族会

26 中国政府は、北極政策に関する初めての白書を発表 及び救う会が21日に決定した「今後の運動方針」を手交

28 ロシアの反政権派指導者ナバリヌイ氏の支持者らが、３月18日の

ロシア大統領選挙のボイコットを訴えるデモを実施。ナバリヌイ氏

を含む180人以上の参加者が拘束



１月

極 左 暴 力 集 団 外 事 ・ 国 際 テ ロ 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

12/28～1/4 革労協反主流派「越 29～１/２ オウム真理教上祐派

年・越冬闘争」（４都府県） が、南烏山施設において集中セ

ミナー（前半）を開催

12/31～1/2 革労協主流派「第33 29～１/３ オウム真理教主流派

回福岡日雇い越年越冬団結まつ が、八潮大瀬施設等７都道府県

り（福岡） 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） ４ 安倍首相「伊勢神宮」参拝に

７ 中国公船４隻が、尖閣諸島周 ５～８ オウム真理教主流派が、 伴う警護（三重・愛知）

８ 三里塚芝山連合空港反対同盟 辺の領海に侵入 八潮大瀬施設等６都道府県６か

北原グループ及び支援極左「1･8 11 防衛省は、尖閣諸島周辺の接 所において集中セミナー(後半)

新年団結旗開き」（千葉） 続水域内に、潜没潜水艦及び中 を開催

国海軍のフリゲート艦それぞれ ６～７ オウム真理教上祐派が、

１隻が入域したことを確認 豊明施設等２府県２か所におい

12 防衛省は、11日に尖閣諸島周 て集中セミナー（後半）を開催 12～17 安倍首相「欧州歴訪」に

辺の接続水域を航行した潜没潜 伴う警護（エストニア・ラトビ

14 革労協反主流派「日雇い労働 水艦が中国海軍の潜水艦である 10 共産党「全国都道府県組織部 ア・リトアニア・ブルガリア・

者全国総決起集会」（東京） ことを確認。外務省は、程永華 長･機関紙部長合同会議｣(東京) セルビア・ルーマニア)

14 中核派（関西反中央派）系 駐日中国大使に対し、重大な懸

「阪神淡路大震災23周年集会」 念を表明して厳重に抗議すると

（兵庫） ともに、再発防止を強く要請

14 中核派(党中央)「1･14革共

同中四国政治集会」（広島） 15 中国公船３隻が、尖閣諸島周 15 共産党・志位和夫委員長が、

辺の領海に侵入 南アフリカ共和国のトゥラニ・

15 イラク・バクダッドのタヤラ ロモ駐日大使と会談（東京）

ン広場で、２回の自爆テロが発

生し、38人が死亡、105人以上

が負傷

15 ロシアのラヴロフ外相は年頭

記者会見で、日本が米国製の陸

上配備型イージス・システム 16～23 共産党｢第４期「特別党

（イージス・アショア）の導入 学校」｣（静岡）

を決めたことについて「両国関

係に影を落としている」と批判

17 日用品等を北朝鮮向けに不正

に輸出した外国為替及び外国貿

易法違反（無承認輸出）で、貿

易会社役員らを書類送致(大阪)

18 ロシア国境警備局は、北海道 18 地下鉄サリン事件等４事件で

根室沖で操業していた漁船「第 第一審、第二審ともに無期懲役

53日香丸」を国後島古釜布に連 の判決を受け、上告していたオ

行 ウム真理教元信者に対し、最高

裁が上告棄却を決定

20 アフガニスタン・カブールで 19 教団名を隠しながら仏教に関

21 革マル派系全学連「1･21米大 武装グループがホテルを襲撃し する勉強会の勧誘活動を行い、

使館・首相官邸闘争」（東京） 22人が死亡、10人以上が負傷 入会契約を被勧誘者と締結した

21 中核派（党中央）｢革共同沖 際に、契約書等の必要な書面を

縄政治集会」（沖縄） 24 アフガニスタン・ジャラーラ 交付しなかったほか、契約解除

バードのＮＧＯ事務所前で、自 を妨げるために不実の告知をし

動車爆弾による自爆テロが発生。 たとして特定商取引に関する法

その後、武装グループが同事務 律違反でオウム真理教主流派出

所を襲撃し、６人が死亡、25人 家信者１人を書類送致(北海道)

以上が負傷 19 「安倍９条改憲ＮＯ！森友・

加計疑惑徹底追及！戦争煽るな！

27 カブールの大使館等が所在す 安倍内閣退陣！1･19国会議員

る地区で、救急車を使用した自 会館前行動」（東京）

動車爆弾による自爆テロが発生

し、103人が死亡、235人が負傷 22 公安審査委員会は、オウム真

29 カブールで武装グループが軍 理教に対する団体規制法に基づ

士官学校施設を襲撃し、11人が く観察処分の期間更新を決定

死亡、16人が負傷 （１月30日官報公示、２月１日

29 プーチン大統領は、エフゲニ から３年間）

ー・アファナシエフ駐日ロシア 23 共産党「11都道府県学生担当

大使の後任に、ミハイル・ガル 者会議」（東京）

ージン駐インドネシアロシア大

使を任命

31 古物営業法違反（無許可営業）

で、朝鮮総聯関係者を逮捕（警

視庁、埼玉）



２月

国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ 中国の習近平国家主席は、北京において、英国のメイ首相と会談。

両首脳は、中国が提唱する巨大経済圏構想「一帯一路」を通じて協

力を深めることで一致

４ 沖縄県名護市長選挙で、渡具知武豊氏（無所属・新）が、「オー

ル沖縄」の支援を受けた稲嶺進氏（無所属・現）を破り、初当選

５ 陸上自衛隊西部方面航空隊所属の戦闘ヘリコプターＡＨ－64Ｄが、

整備後の点検飛行を実施中、佐賀県神埼市の民家に墜落、炎上

８ 北朝鮮の朝鮮中央テレビは、平壌の金日成広場で行われた朝鮮人

民軍創建70周年慶祝閲兵式の様子を録画した映像を放送

９～25 平昌冬季オリンピック競技大会が開催 ９ 米軍普天間飛行場所属の輸送機ＭＶ－22オスプレイのエンジン吸

気口部品が、沖縄県うるま市伊計島西側の海岸に漂着

９ 平昌冬季オリンピック競技大会開会式において、大会システムへ

のサイバー攻撃により障害が発生

10 韓国の文在寅大統領は、平昌冬季オリンピック競技大会開会式出

席のため訪韓した北朝鮮の金与正朝鮮労働党中央委員会第一副部長

らと大統領府で会談

11 金与正朝鮮労働党中央委員会第一副部長をはじめとする北朝鮮の

高位級代表団は、ソウル市内で行われた「三池淵管弦楽団」の公演

を文在寅大統領と共に観覧

11 モスクワ南部のドモジェドボ空港から離陸したロシア中部のオル

スク行きの国内線旅客機が、モスクワで墜落

13 中国国営「新華社通信」は、天津市人民検察院第一分院が、孫政

才前重慶市共産党委員会書記を収賄罪で起訴したと報道

13 北朝鮮の朝鮮中央放送は、金正恩朝鮮労働党委員長が、平昌冬季

オリンピック競技大会の開幕に合わせて韓国に派遣していた高位級

代表団メンバーらと面会し、南北関係の改善・発展の方向を具体的

に提示したと報道

15～ 米国、英国、カナダ、豪州及びニュージーランドは、平成29年

６月に発生した「NotPetya」等と呼ばれるランサムウェアの感染事

案について、ロシアによるものと発表

16 米国司法省は、2016年米国大統領選挙介入に関与したとして、ロ

シア国籍の13人及びロシア関連の３企業を起訴したと発表

20 米軍三沢飛行場所属のＦ－16戦闘機が、離陸直後にエンジンから

出火したため、青森県東北町の小川原湖に、外装燃料タンク２本を

投棄

23 中国の保険監督管理委員会は、大手保険会社「安邦保険集団」を

政府の管理下に置くことを発表。中国の検察当局は、違法な手段で

資金を集めたとして、同社の呉小暉前会長を詐欺と横領の疑いで起

訴したと発表

23 米国財務省は、北朝鮮への燃料供給の遮断を目的として、北朝鮮

の船に洋上で燃料等の積荷を移し替える「瀬取り」等の国連安全保

障理事会決議に違反する行為に関与した海運・貿易会社27社、船舶

28隻及び１個人を制裁対象に指定

24 中国国営「新華社通信」は、中国共産党が、楊晶国務委員に重大

な規律違反があったとして、党籍を保留したまま１年間の謹慎とし、

公職を解く処分を決定したと報道

25 2015年２月に暗殺されたロシアの野党指導者ボリス・ネムツォフ

元第一副首相を追悼するデモがモスクワで開催

25 文在寅大統領は、平昌冬季オリンピック競技大会の閉会式に合わ

せて訪韓した北朝鮮の金英哲朝鮮労働党副委員長と会談



２月

極 左 暴 力 集 団 外 事 ・ 国 際 テ ロ 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

１ ロシア政府は、北方領土の択

捉島にある旅客用空港について、 ２～４ 日教組「第67次教育研究 ２～４ 右翼団体「日教組第67次

空軍も基地として利用できる軍 全国集会」（静岡） 教育研究全国集会」批判街宣

民共用空港とする政令を出した （静岡）

と発表

４ 朝鮮中央通信は、朝鮮総聯関 ４ 右翼団体「民進党2018年度定

係者が中古の英会話教材を無許 期大会」批判街宣（東京）

可で売買したとして１月31日に

逮捕されたことや、朝鮮総聯東

京都本部の家宅捜索が行われた

ことなどを批判的に報道

５ 菅義偉官房長官は、平昌冬季

オリンピック競技大会の女子ア

イスホッケー韓国・北朝鮮合同

チームの応援団が、竹島が描か

れた旗を使用したとして、外交

ルートを通じて韓国政府に抗議

したことを発表

６ 日露両政府は、北方領土にお

ける共同経済活動をめぐる外務

次官級協議を開催

６ ロシア軍は、北方領土の国後

島等で軍事演習を開始したこと ７ 右翼団体「北方領土の日」を

を発表 めぐり北方領土返還等を主張す

る街宣（20都道府県）

９ 中国外交部副報道局長は、記 ９ 共産党・志位和夫委員長が、 ９～10 安倍首相「韓国」訪問に

者会見で、安倍晋三首相が台湾 日韓議員連盟代表団の一員とし 伴う警護

で発生した地震をめぐり、台湾 て、平昌冬季オリンピック競技

の蔡英文総統宛てにメッセージ 大会の開会式に出席（韓国）

11～12 極左各派「建国記念の日 を送ったことについて、｢一つ 11 右翼団体「建国記念の日｣を

粉砕闘争」（10都府県） の中国の原則に違反した。極め めぐり奉祝街宣、神社参拝、奉

て不満だ」などと反発 祝式典参加（37都道府県）

11 革マル派「2･11労働者怒りの

総決起集会」（東京） 13 中国公船３隻が、尖閣諸島周

辺の領海に侵入 16 「モリ・カケ追及！緊急デモ」

11 中核派（党中央）系「2･11国鉄 （東京）

集会」（千葉） 17～18 全教「第35回定期大会」 17～18 右翼団体「全教第35回定

18 ロシア・ダゲスタン共和国の （東京） 期大会」批判街宣（東京）

18 革労協主流派「革労協中央政 教会で男が銃を乱射し、５人が

治集会」（東京） 死亡、５人以上が負傷 19 「安倍９条改憲ＮＯ！森友・ 19～22 天皇皇后両陛下「葉山御

20 ロシア軍のＴＵ－95爆撃機２ 加計疑惑徹底追及！戦争煽るな！ 用邸」御静養に伴う警衛

機が、北海道周辺から沖縄周辺 安倍内閣退陣！2･19国会議員 （神奈川）

の空域を往復し、航空自衛隊の 会館前行動」（東京）

戦闘機が緊急発進

21 中国公船３隻が、尖閣諸島周 19 教団の付帯施設として使用す

辺の領海に侵入 る目的であるのに、教団名を秘

22 日露両政府は、８項目の経済 匿して不正に賃借権を取得した 22 右翼団体「竹島の日」をめぐ

協力プランについて協議する作 として詐欺罪でオウム真理教主 り「竹島奪還」等を主張する街

業部会を開催 流派出家信者１人を逮捕(京都) 宣（16都道府県）

23 ソマリア・モガディシュで２ 23 オウム真理教上祐派が、30年 23 朝鮮総聯中央本部の正門に向

回の自動車爆弾によるテロが発 に更新された観察処分の決定に け拳銃を発射し、門扉を損壊し

生し、45人が死亡、36人が負傷 対して、同決定の取消しを求め たなどとして、右翼活動家ら２

23 朝鮮総聯の南昇祐副議長は、 る行政訴訟を東京地方裁判所に 人を逮捕（東京）

同団体中央本部が銃撃された事 提起

24 革労協反主流派「革労協中央 件を受け、記者会見で「許し難

政治集会」（東京） い暴挙だ」と非難 26 右翼団体「2.26事件」記念日

27 防衛省は、中国人民解放軍の をめぐり慰霊祭等（７都県）

Ｙ－９情報収集機１機が、日本

の防空識別圏に侵入し、対馬海

峡の朝鮮半島寄りのルートを往

復したことから、航空自衛隊の

戦闘機が緊急発進したと発表

28 朝鮮総聯は、同団体中央本部

が銃撃された事件に抗議するた

め、都内で緊急集会を開催



３月

国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ ロシアのプーチン大統領は年次教書演説で、米国の「核戦略見直 １ 沖縄県西表島付近を震源とする地震が発生し、沖縄県竹富町にお

し」に対し、戦略兵器の増強で対抗する姿勢を強調 いて震度５弱を観測

１ 鹿児島県の霧島山（新燃岳）が噴火

４ 英国・ソールズベリーの商業施設において、英国に亡命中の元ロ

シア情報機関員とその娘が意識不明の状態で発見

５ 中国の第13期全国人民代表大会（全人代）第１回会議が、北京で

開幕。李克強首相は、施政方針に当たる「政府活動報告」で、2018

年の経済成長率の目標を、前年と同じく6.5％前後とすることを表明

５ 韓国の鄭義溶国家安全保障室長らは、北朝鮮・平壌で北朝鮮の金

正恩朝鮮労働党委員長と会見し、４月末に軍事境界線がある板門店

の韓国側施設「平和の家」で南北首脳会談を開催することで合意 ６ 航空自衛隊那覇基地所属の輸送ヘリコプターＣＨ－47Ｊが、鹿児

島県の沖永良部島分屯基地近くの森林に、後部カーゴドアを落下

８ 米国大統領報道官は、「トランプ大統領は金正恩朝鮮労働党委員

長からの会談の招請を受け入れる」旨の声明を発表

９ 中国最高人民検察院の曹建明検察長は、全人代で活動報告を行い、 ９ 立憲民主、共産、自由、社民の野党４党は、「原発廃止・エネル

2013年から2017年の５年間に汚職事件で立件した公務員は25万4,419 ギー転換を実現するための改革基本法案」を衆議院に共同提出

人に上り、直前の５年間と比較して16.4％増加したと公表

９～18 平昌冬季パラリンピック競技大会が開催

11 全人代は、国家主席の任期を２期10年に制限した規定を撤廃する 11 沖縄県石垣市長選挙で、中山義隆氏（無所属・現）が、「オール

憲法改正案を採択。また、同改正案では、中国共産党員以外の公務 沖縄」の支援を受けた宮良操氏（無所属・新）らを破り、３選

員についても摘発対象とする「監察委員会」の設置に関する規定を 11～16 翁長雄志沖縄県知事が、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移

追加 設反対等を訴えるため訪米

11 ロシア国防省は、核弾頭の搭載が可能な極超音速ミサイル「キン

ジャル」を戦闘機「ミグ31」から発射する実験に成功したと発表 13 那覇地方裁判所は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設のため

12 英国に亡命しプーチン政権を批判していたアエロフロート・ロシ の埋立て工事をめぐり、国の岩礁破砕等行為の差止めを求めた沖縄

ア航空元幹部のニコライ・グルシコフ氏が、ロンドンの自宅で死亡 県の訴えを却下。同県が判決までの工事中断を求めた仮処分申立て

した状態で発見 も却下

14 英国のメイ首相は、元ロシア情報機関員らが意識不明の状態で発 14 関西電力は、大飯発電所３号機を再稼働

見された事件をめぐり、ロシアが事件に関与したとして、ロシアの

外交官23人を国外追放するなどの制裁を発表

15 米国財務省は、2016年米国大統領選挙介入に関与したとして、ロ

シア国籍の19人及びロシア関連の５団体を制裁対象に指定したと発表

16 米国のトランプ大統領が、米国と台湾との間で全ての閣僚による

相互訪問を促進する台湾旅行法案に署名し、同法が成立

17 全人代は、習近平総書記を国家主席に全会一致で再選するととも

に、国家副主席に王岐山前中央政治局常務委員を選出

17 ロシア外務省は、英国がロシアの外交官23人の国外追放を決定し

たことに対する報復措置として、在ロシア英国大使館の外交官23人

を国外追放すると発表

18 ロシア大統領選挙が実施され、ウラジーミル・プーチン氏が再選

19 函館地方裁判所は、市民団体が青森県で建設中の大間原子力発電

21 中国国営「新華社通信」は、中国海警局を中央軍事委員会の指揮 所の建設差止めを求めた訴えを棄却

下にある人民武装警察部隊（武警）に編入することなどが盛り込ま 20 佐賀地方裁判所は、佐賀県、福岡県等の住民計73人が九州電力玄

れた党と政府の機構改革案について報道 海原子力発電所３、４号機の運転差止めを求めた仮処分の申立てを

却下

22 韓国検察は、李明博元大統領を収賄、職権濫用等の容疑で逮捕 22 広島高等裁判所は、四国電力が同電力伊方発電所３号機の運転差

23 国連人権理事会は、日本及び欧州連合が共同提出した拉致問題を 止めを命じた仮処分決定を不服として申し立てていた同処分の執行

含む北朝鮮の全ての人権侵害を終わらせるための措置を早急に執る 停止及び保全異議の申立てのうち、執行停止申立てを却下

ことを要求する北朝鮮人権状況決議を無投票採択 23 九州電力は、玄海原子力発電所３号機を再稼働

23 米国司法省は、米国をはじめとする世界各国の大学を標的とした 23 沖縄県は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設のための埋立て

サイバー攻撃に関与したとして、マブナ研究所のイラン人９人を起 工事をめぐり、国による岩礁破砕等行為の差止め請求を却下した那

訴したと発表。また、米国財務省は、マブナ研究所及び同人らを含 覇地方裁判所の判決を不服として、福岡高等裁判所那覇支部に控訴

む10人を制裁対象に指定したと発表

25～28 金正恩朝鮮労働党委員長は、中国を非公式訪問し、北京で習

近平総書記と会談

26 米国は、英国で元ロシア情報機関員らが意識不明の状態で発見さ

れた事件への対抗措置として、ロシアの外交官60人を国外追放する

と発表 27 四国電力は、伊方発電所２号機の廃炉を決定

29 韓国と北朝鮮は、軍事境界線がある板門店の北朝鮮側施設「統一 29 拉致被害者家族会、救う会等は、東京都文京区の文京区民センター

閣」で閣僚級会談を開催し、文在寅大統領と金正恩朝鮮労働党委員 で「チャンス到来、金正恩に拉致被害者帰国を迫れ！緊急集会」を

長による首脳会談を４月27日に開催することで合意 開催し、米朝首脳会談等を最大限に活用し全ての拉致被害者の一括

帰国の実現等を求める決議を採択

30 国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会は、対北朝鮮制裁決議に 30 拉致被害者家族等は、安倍晋三首相と都内で面会し、拉致被害者

違反したとして、１個人、21社及び船舶27隻を制裁対象に追加 家族会、救う会等が29日に採択した決議文を手交



３月

極 左 暴 力 集 団 外 事 ・ 国 際 テ ロ 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

１～４ 共産党「学生党員特別講

２ 中国公船４隻が、尖閣諸島周 座」（静岡）

辺の領海に侵入

２ ブルキナファソ・ワガドゥグ

３～４ 中核派（党中央）系「3･8 で、武装グループが在ブルキナ

国際婦人デー行動」(８都道府県) ファソ・フランス大使館と国軍

本部を襲撃し、８人が死亡、85 ４ 「原発ゼロの未来へ 福島と

４ 三里塚芝山連合空港反対同盟 人が負傷 ともに3.4全国集会｣（東京）

北原グループ及び支援極左「3･4

芝山現地闘争」（千葉） ６ 共産党「全国都道府県委員長

７ 台湾警察は、日本の対台湾窓 会議」（東京）

口機関「日本台湾交流協会」の

台北事務所で、事務所名が刻ま

れた石碑にペンキをかけたとし 10 共産党「全国青年・学生部長 10 安倍首相「福島県」訪問に伴

て男を逮捕 会議」（東京） う警護

11 中核派（党中央）系「3･11反

原発福島行動’18」（福島） 11 「0311原発ゼロ☆国会前大集

11 革マル派「3･11労働者・学生 会」（東京）

統一行動」（東京）

11 統一共産同盟等｢原発事故は 12～16 森友学園に関する決裁文 12～15 「公実賓」スリランカ民

終わっていない！再稼働反対、 書書換え問題等を捉えた抗議行 主社会主義共和国大統領夫妻来

責任隠蔽の「皇族出席の追悼式 動（東京） 日に伴う警護

典｣・一斉黙祷反対！3･11行動｣

（東京）

12～13 革マル派系全学連「第140

回中央委員会」（東京） 14 大飯発電所３号機再稼働に対

する抗議行動（福井） 16～22 皇太子殿下「ブラジル」

御訪問及び「米国」お立ち寄り

18 革労協主流派「反戦・反合・ に伴う警衛

政府打倒春闘集会」(東京)

18 統一共産同盟等「天皇の与那 18 安倍首相「防衛大学校卒業式｣

国・沖縄訪問反対3･18集会」 19 「安倍９条改憲ＮＯ！森友・ 出席に伴う警護（神奈川）

（大阪） 加計疑惑徹底追及！戦争煽るな！

20 大阪高等裁判所は、大阪市の 安倍内閣退陣！3･19国会議員

学校法人「大阪朝鮮学園」が大 会館前行動」（東京）

21 革労協反主流派「2018年春闘 阪府及び大阪市による補助金不

勝利総決起集会」（東京） 支給決定の取消し及び補助金支

給の義務付けを求めた訴訟の控

訴審判決で、大阪地方裁判所の

判決を支持し、学園側の控訴を

棄却

21 河野太郎外相は、ロシアのラ 21 「さようなら原発3.21全国集

ヴロフ外相と都内で会談し、５ 会」（東京）

月下旬に予定される日露首脳会 22 共産党・志位和夫委員長が、

談に向け、北方領土における共 駐日韓国大使館で、李洙勲大使

同経済活動の具体化に向けた協 と会談（東京）

議を継続することで一致

23 玄海原子力発電所３号機再稼

23 中国公船３隻が、尖閣諸島周 働に対する抗議行動（佐賀） 24 安倍首相「海上保安大学校卒

辺の領海に侵入 業式」出席に伴う警護（広島・

23 森友学園に関する決裁文書書 山口）

23 フランス・カルカソンヌで、 換え問題等を捉えた抗議行動 25 右翼団体「第85回自由民主党

24 反天連等「天皇の沖縄・与那 男が車両を襲撃し、同乗者を殺 （東京） 大会」批判街宣（東京）

国訪問を問う3･24集会」（東京） 害。その後、トレブにあるスー

パーマーケットに立て籠もり、 26～28 民青同「全国高校生集会」 26～30 皇太子御一家「奥志賀高

25 中核派（党中央）系「3･25大 ４人が死亡、16人が負傷 （山梨） 原」御静養に伴う警衛（長野）

行進 in HIBIYA」（東京）

27 共産党・不破哲三社会科学研 27～29 天皇皇后両陛下「地方事

27 革労協主流派「天皇訪沖－来 究所所長が、中国社会科学院の 情御視察」に伴う警衛（沖縄）

沖阻止闘争」（東京） 代表団（王偉光学部主席団主席、

王鐳国際合作局長ら８人）と会

27 革労協反主流派「天皇来沖阻 談（東京）

止闘争」（沖縄） 27 志位委員長が、イラクのハリ

ール・アルムーサウィー次期駐

日大使と懇談（東京）

30 「＃0330 森友公文書改ざん

問題に対して真相を追及する官

邸前大抗議行動」（東京）



４月

国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ 韓国の芸術団が北朝鮮・平壌で公演し、北朝鮮の金正恩朝鮮労働

党委員長が李雪主夫人らと鑑賞

１ 米韓両軍は、朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習を開始

３ ロシアのプーチン大統領は、英国における元ロシア情報機関員襲 ３ 在日米軍は、米空軍輸送機ＣＶ－22オスプレイ５機を米軍横田基

撃事件をめぐり、欧米諸国がロシア外交官の追放を決定したことを 地に今夏頃配備すると発表

非難

４ ロシア、トルコ及びイランの首脳会談が、トルコの首都アンカラ

で開催。各国は、シリア情勢の安定に向けて協力を深めることで一

致したほか、停戦や和平の実現に向けた協力の継続を確認する共同

声明を発表

５ 英国における元ロシア情報機関員襲撃事件をめぐり、国連安全保 ５ 米空軍輸送機ＣＶ－22オスプレイ５機が、米軍横田基地に訓練目

障理事会がロシアの要請を受けて緊急会合を開催 的で到着

６ 米国財務省は、2016年米国大統領選挙への干渉等に関与したとし ６ 政府は、｢働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する

て、ロシアの新興財閥の実業家ら24人及び14団体を対象に、米国内 法律案」を閣議決定

の資産を凍結するなどの追加制裁を発動

６ 韓国のソウル中央地方裁判所は、崔順実被告と共謀して賄賂を受

け取ったとする収賄等の罪で起訴された朴槿恵前大統領に対し、懲

役24年、罰金180億ウォンの実刑判決を言渡し

９ 韓国のソウル中央地方検察庁は、収賄、横領等の容疑で李明博元 ９ 島根県西部を震源とする地震が発生し、島根県大田市において震

大統領を起訴 度５強を観測

９ 北朝鮮の朝鮮中央放送によれば、朝鮮労働党中央委員会政治局会

議が開催

10 中国の習近平国家主席は、ボアオ・アジアフォーラムで基調演説

を行い、外資企業の参入規制の大幅緩和、投資環境の改善等、国内

の市場開放を拡大する４項目の措置を表明

11 朝鮮中央放送によれば、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第 11 大分県中津市において土砂災害が発生

13期第６回会議が、北朝鮮・平壌の万寿台議事堂で開催

12 化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ）は、英国における元ロシア情報機

関員襲撃事件をめぐり、旧ソ連が開発した猛毒物質が使用されたと

する英国の主張を追認する調査結果を発表

13 米国、英国及びフランスは、シリアのアサド政権軍が住民らを化

学兵器で殺傷したとして、共同でシリア国内の化学兵器関連施設３

か所を軍事攻撃。アサド政権を支援してきたロシアは強く反発

14 ミャンマー政府は、隣国バングラデシュに逃れていたイスラム系 14 根室半島南東沖を震源とする地震が発生し、北海道中標津町にお

少数民族ロヒンギャの家族５人が帰還したと発表。ロヒンギャのミ いて震度５弱を観測

ャンマーへの帰還は初めて実現

14 朝鮮中央放送によれば、金正恩朝鮮労働党委員長は、芸術団を率

いて北朝鮮を訪問した中国の宋濤共産党中央委員会対外連絡部長と

会見

16 米英両政府は、ロシア政府傘下のハッカー集団がＩＴインフラを

対象に大規模なサイバー攻撃を計画しているとして、企業や個人に 19 鹿児島県の霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺）が噴火

警戒を呼び掛ける共同声明を発表

20 朝鮮中央放送によれば、朝鮮労働党中央委員会第７期第３回全員

会議が平壌で開催され、核実験及び大陸間弾道ミサイル発射実験を 22 沖縄県沖縄市長選挙で、桑江朝千夫氏（無所属・現）が、「オー

中止し、北部の核実験場を廃棄することを決定 ル沖縄」の支援を受けた諸見里宏美氏（無所属・新）を破り、再選

23 カナダ・トロントでＧ７外相会合が開催され、米国大統領選挙干 22 拉致被害者家族会、救う会等は、東京都千代田区の砂防会館で、

渉疑惑を念頭に、ロシアがサイバー攻撃等を通じて他国の選挙に介 「政府に今年中の全被害者救出を再度求める国民大集会」を開催

入しようとする問題に対応するため、作業部会を設置することで一

致

27 米国通商代表部は、貿易相手国の知的財産保護に関する年次報告 27 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」

書を発表し、中国を14年連続で「優先監視国」に指定 が衆議院で審議入り

27 中国の全国人民代表大会常務委員会は、抗日戦争の英雄の追悼強

化や愛国主義精神の発揚を目的とした「英雄烈士保護法」を可決 27 政府は、｢特定複合観光施設区域整備法案」を閣議決定

27 韓国の文在寅大統領と金正恩朝鮮労働党委員長は、軍事境界線が

ある板門店の韓国側施設「平和の家」で、３回目、11年ぶりとなる

南北首脳会談を開催。両首脳は、朝鮮半島の非核化を共通の目標と

することを確認し、一切の敵対行為の中止、2018年中の平和協定の

締結等を盛り込んだ「朝鮮半島の平和と繁栄、統一のための板門店

宣言」に署名

28 東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議が閉幕し、中国が一

方的に軍事拠点化を進める南シナ海に関し、「複数の首脳が表明し

た懸念に留意する」ことを議長声明に明記

30 朝鮮中央放送は、金正恩朝鮮労働党委員長が「民族の和解・団結

の最初の実行措置」として韓国と標準時を統一することを提議した

ことに基づき、最高人民会議常任委員会が、５月５日から北朝鮮の

標準時を30分早める政令を採択したと報道



４月

極 左 暴 力 集 団 外 事 ・ 国 際 テ ロ 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

１ 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「4･1 ３ ロシアのガルージン次期駐日

全国総決起集会」（千葉） 大使は、都内で記者会見し、北

方領土問題の進展には両国間の

「真の信頼関係」構築が必要と

の認識を表明

３ 中国公船３隻が、尖閣諸島周

辺の領海に侵入 ６ 森友学園に関する決裁文書書

換え問題等を捉えた抗議行動

（東京）

12 ソマリア・バラウェのサッカ

ースタジアム内で、爆弾テロが ９ 共産党・志位和夫委員長が、

発生し、５人が死亡、８人が負 ベルギーのギュンテル・スレー

傷 ワーゲン駐日大使と懇談(東京)

13 防衛省は、平成29年度に航空 13 志位委員長が、モンゴルのダ 13 安倍晋三首相「大阪府」訪問

自衛隊の航空機が実施した緊急 ンバダルジャー・バッチジャル に伴う警護

発進（スクランブル）の回数が ガル臨時代理大使と会談(東京)

904回に上ったと発表。国別では

中国の500回が最多 13 共産党「全国都道府県財政部

長・厚生部長合同会議」(東京)

15 中核派（党中央）系「第27回 15 河野太郎外相は、中国の王毅

外登法・入管法と民族差別を撃 国務委員兼外相と都内で会談し、 14 「安倍政権は退陣を！あたり

つ関西交流集会」（大阪） 日中関係の改善を進める方針を まえの政治を市民の手で！0414

確認 国会前大行動」（東京）

16 日中両政府は、都内で「日中

ハイレベル経済対話」を約８年 14～18 共産党「第１回地方議員

ぶりに開催し、自由貿易体制の 研修交流講座」（静岡）

強化が重要との認識で一致

17～18 安倍首相は、米国で行わ 17～20 安倍首相「米国」訪問に

れた日米首脳会談において、米 伴う警護

国のトランプ大統領に対し、米

朝首脳会談で拉致問題を取り上

げるよう要請。トランプ大統領

も同問題を取り上げ、早期解決

を働き掛けることを確認

18 ロシア国防省は、北方領土を 18 志位委員長が、ベトナムのグ

含む千島列島で軍事演習を開始 エン・クオック・クオン大使と

したと発表 会談（東京）

19 日本及びロシアの外務次官に

よる「日露戦略対話」がロシア・ 18 志位委員長が、シンガポール

モスクワで開催され、北朝鮮の のルイ・タック・ユー大使と会

非核化を進めるために緊密に連 談（東京）

携していくことで一致

19 「安倍９条改憲ＮＯ！森友・

21 防衛省は、中国の空母「遼寧｣ 加計疑惑徹底追及！安倍内閣退

等７隻が、宮古島の東約120キ 陣！4･19国会議員会館前行動」

ロの海域を北西に進み、沖縄本 （東京）

島と宮古島の間を通過するのを

確認したと発表。同海域を「遼

寧」が通過したのは平成28年12

月以来２回目

22 中核派（党中央）系「第29回 22 アフガニスタン・カブールの 22～25 「公実賓」スウェーデン

外登法・入管法と民族差別を撃 有権者登録所付近で、自爆テロ 王国国王王妃両陛下来日に伴う

つ全国交流集会」（神奈川） が発生し、57人が死亡、119人 警護 （東京、千葉、神奈川）

22 中核派（党中央）系「尼崎事 が負傷

故13カ年弾劾！全国総決起集会」 23 中国公船４隻が、尖閣諸島周

（兵庫） 辺の領海に侵入

27 名古屋地方裁判所は、朝鮮学 27～30 オウム真理教主流派が、

校が高校授業料無償化制度の適 八潮大瀬施設等５都道府県５か

用対象から除外されたことをめ 所において集中セミナー(前半)

ぐり、愛知朝鮮中高級学校の元 を開催

28 革労協反主流派「沖縄人民解 生徒10人が国に550万円の損害 28 「第89回メーデー」（全国）

放闘争」（東京、沖縄） 賠償を求めた訴訟について、請 28 「4･28県民屈辱の日を忘れ 29 右翼団体「昭和の日」をめぐ

求を棄却 ない県民集会」（沖縄） り昭和天皇をしのぶ追悼街宣、

29 極左各派「昭和の日反対闘争」 29 共産党「12都道府県委員長会 神社参拝等（30都道府県）

（６都府県） 30 カブールの中心部で、２回の 議」（東京） 29～５/３ 安倍首相｢中東歴訪｣

自爆テロが発生し、29人が死亡、 に伴う警護（ＵＡＥ、ヨルダン、

49人が負傷 イスラエル、パレスチナ）



５月

国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ 中国外交部は、ドミニカ共和国と国交を樹立したと発表。台湾外

交部は、同国と断交したと発表

１ 韓国軍は、「板門店宣言」に基づき、軍事境界線付近に設置して

いた宣伝放送用の拡声器の撤去作業を開始。北朝鮮側でも同様の動

きを確認

２ 中国が主導するアジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）は、パプア

ニューギニア及びケニアの新規加盟を承認したと発表

２～３ 中国の王毅国務委員兼外相は、北朝鮮を訪問し、北朝鮮の金

正恩朝鮮労働党委員長及び李容浩外相と会談。中国外交部によれば、

金正恩朝鮮労働党委員長は、「朝鮮半島の非核化の実現は我が国の

揺るぎない立場だ」と改めて発言

５ ロシアのプーチン大統領の通算４期目の就任式を前に、ロシア各

地で反政権デモが行われ、1,000人以上が拘束

７ ３月のロシア大統領選挙で再選を果たしたプーチン大統領が、通

算４期目の大統領に就任

７～８ 金正恩朝鮮労働党委員長は、中国・大連に初の空路で訪問し、

中国の習近平総書記と会談。中国国営「新華社通信」によれば、金

正恩朝鮮労働党委員長は、｢関係各方面が朝鮮への敵視政策と安全

保障上の脅威を解消すれば、朝鮮は核を持つ必要がなくなり、非核

化の実現は可能になる」と発言

８ 中国の天津市第一中級人民法院は、収賄罪に問われた孫政才前重

慶市共産党委員会書記に無期懲役の判決を言渡し

９ 中国の李克強首相は、中国の首相として７年ぶりに来日し、安倍 ９ 関西電力は、大飯発電所４号機を再稼働

晋三首相や韓国の文在寅大統領と共に「第７回日中韓サミット」に

出席。各国首脳は、朝鮮半島の完全な非核化に向けて連携すること

を確認するとともに、日中韓の経済協力を進める考えで一致

９ 米国のポンペオ国務長官は、米朝首脳会談に向けた調整のため北

朝鮮を訪問。金正恩朝鮮労働党委員長と会見し、北朝鮮に拘束され

ていた３人の米国人男性と共に帰国

９ ロシアの各都市で、第二次世界大戦での対ドイツ戦勝記念日を祝

う軍事パレードが挙行

10 米国のトランプ大統領は、金正恩朝鮮労働党委員長との史上初と

なる米朝首脳会談について、６月12日にシンガポールで開催すると 12 長野県北部を震源とする地震が発生し、長野県長野市、大町市及

ＳＮＳで発表 び小川村において震度５弱を観測

14～17 北朝鮮の朴泰成朝鮮労働党副委員長が率いる「親善視察団」

が訪中し、ＩＴ関連施設や農業研究施設を視察。16日には習近平国

家主席と会談

15 ウクライナ南部のクリミア半島とロシア南部を結ぶ｢クリミア橋｣

が開通。プーチン大統領は自ら運転する大型トラックで橋を渡り、

完成を祝福

17 プーチン大統領とシリアのアサド大統領は、ロシア・ソチにおい

て会談。シリアの復興について協議し、連携する姿勢を強調。プー

チン大統領はシリアに対して経済復興と人道支援の継続を表明

18 北朝鮮の朝鮮中央放送は、朝鮮労働党中央軍事委員会第７期第１

回拡大会議が開催されたと報道（開催日は不明） 22 「特定複合観光施設区域整備法案」が衆議院で審議入り

24 台湾の呉釗燮外交部長は、緊急記者会見で、西アフリカのブルキ

ナファソから外交関係の断絶を通告されたと発表

24 北朝鮮の崔善姫外務次官は、米朝首脳会談の中止を示唆する談話

を発表

24 北朝鮮は、豊渓里の核実験場を廃棄する式典を行い、外国報道陣

に公開

24 トランプ大統領は、６月12日にシンガポールで開催予定だった史

上初の米朝首脳会談を中止する意向を明らかにし、金正恩朝鮮労働

党委員長に宛てた会談中止を通告する書簡を公表

25 北朝鮮の金桂寛第一外務次官は、「対座して問題を解決していく 25 長野県北部を震源とする地震が発生し、長野県栄村において震度

用意がある」と対話継続の意思を示す談話を発表 ５強を観測

26 北朝鮮側からの提案により、軍事境界線がある板門店の北朝鮮側

施設「統一閣」において、本年２回目の南北首脳会談が開催

26 王毅国務委員兼外相は、ブルキナファソのバリー外相と北京で会

談し、両国が国交を回復するとの共同声明に署名

28 安倍首相は、都内で拉致被害者家族等と面会し、今後のトランプ

30 ロシア外務省は、プーチン政権を批判し亡命していたロシア人男 大統領との電話会談等を通じて、拉致問題解決の重要性を改めて伝

性記者が殺害されたとウクライナ保安局が虚偽の発表を行ったこと えたいと表明

について、ウクライナを批判

30 北朝鮮の金英哲朝鮮労働党副委員長は米国を訪問し、ポンぺオ国

務長官と会談 31 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」

31 訪朝中のロシアのラヴロフ外相は、金正恩朝鮮労働党委員長と会 が、衆議院本会議で、自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多

見し、プーチン大統領の親書を伝達 数で可決



５月

極 左 暴 力 集 団 外 事 ・ 国 際 テ ロ 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

１ 革労協反主流派「日雇いメー １ 韓国の全国民主労働組合総連 １ 「第89回メーデー」（全国） １ 右翼団体「第89回メーデー」

デー」（４都府県） 盟等から成る市民団体が、韓国・ １～５ オウム真理教上祐派が、 批判街宣（東京、岡山）

１ 中核派（党中央）系「5･1新 釜山の日本国総領事館前に、 南烏山施設において集中セミナ

宿メーデー」（東京） 「労働者像」の設置を強行しよ ー(前半)を開催

うとしたものの、警察が阻止

３ 中核派（党中央）系「改憲阻 ３ 超党派の日中友好議員連盟訪 ２～６ オウム真理教主流派が、 ３ 右翼団体「憲法記念日」をめ

止！安倍倒せ！5･3デモ」 中団は、北京で中国共産党序列 八潮大瀬施設等７都道府県７か ぐり自主憲法制定を主張する街

（東京） 第３位の栗戦書全国人民代表大 所において集中セミナー(後半) 宣（31都道府県）

会常務委員長と会談 を開催 ３～６ 皇太子御一家｢御料牧場｣

３～６ 加藤勝信拉致問題担当相 御静養に伴う警衛（栃木）

と拉致被害者家族等は米国を訪 ３ 「９条改憲ＮＯ！平和といの

問し、国連本部で開催されたシ ちと人権を！ 5 . 3憲法集会

ンポジウムで拉致問題の経緯や 2018」（東京）

現状を説明 ３ 「安倍９条改憲を許さない！

４ 安倍首相は、習近平国家主席 5.3おおさか総がかり集会」

５ 革労協主流派「三里塚援農交 と初めての電話会談を実施 （大阪）

流集会・デモ」（千葉） ８ インドネシア・西ジャワ州デ ８～９ 右翼団体「第７回日中韓

ポックの拘置所で、テロ関連犯 ９ 大飯発電所４号機再稼働に対 サミット」をめぐる街宣等 (６

罪の収監者による暴動事件が発 する抗議行動（福井） 都道府県)

生し、６人が死亡、４人が負傷

10 共産党・志位和夫委員長が、 ８～11 「公賓」中華人民共和国

11～15 極左各派「5･15沖縄闘争｣ 11 防衛省は、Ｈ－６爆撃機４機 野党各党幹部とともに、李克強 国務院総理来日に伴う警護

（沖縄） を含む中国軍機８機が、沖縄本 首相と懇談（東京） （東京、北海道）

島と宮古島の間の宮古海峡上空 11～13 ｢第41回5･15平和行進｣

を飛行したと発表 （沖縄） 10～11 右翼団体「李克強首相の

12 フランス・パリのオペラ座付 12～13、20 オウム真理教上祐派が、 北海道訪問」をめぐる街宣等

近で、男が刃物で通行人を襲撃 豊明施設等３府県３か所におい (北海道)

し、１人が死亡、４人が負傷 て集中セミナー(後半)を開催 10～11 安倍首相「第３回日中知

13 インドネシア・東ジャワ州ス 事省長フォーラム」出席等に伴

ラバヤの教会３か所で、６人家 う警護（東京、北海道）

族による連続自爆テロが発生し 11～13 右翼団体「5.15平和行進｣

14人が死亡、40人以上が負傷 等批判街宣（沖縄）

14 東ジャワ州スラバヤの市警察

本部で、５人家族による自爆テ 13～16 「公実賓」サモア独立国

ロが発生し、10人が負傷 首相夫妻来日に伴う警護(東京)

16 私印偽造・同使用罪で中核派 16 インドネシア・リアウ州プカ 16 共産党「「綱領を語り、日本

（党中央）活動家１人を逮捕 ンバルで、武装グループが州警 の未来を語り合う集い」の経験

（千葉） 察本部を襲撃し、１人が死亡、 交流会」（東京）

３人が負傷

18 中国公船４隻が、尖閣諸島周 18～19 安倍首相「太平洋・島サ

辺の領海に侵入 19 「安倍９条改憲ＮＯ！森友・ ミット」出席に伴う警護(福島)

20 中核派（党中央）系「狭山集 加計疑惑徹底追及！安倍内閣退

会」（大阪） 24 中国公船４隻が、尖閣諸島周 陣！5･19国会議員会館前行動｣

21 中核派（党中央）系「狭山集 辺の領海に侵入 （東京） 21 皇太子殿下「私的御研究」に

会」（東京） 26 安倍首相は、ロシア・モスク 22 「「定額￥働かせ放題」で過 伴う警衛(愛知)

23 中核派（党中央）系「狭山集 ワでプーチン大統領と会談し、 労死促進の高度プロフェッショ

会」（広島） 北方領土における共同経済活動、 ナル制度・裁量労働制拡大はい 24～27 安倍首相「サンクトペテ

北朝鮮問題等について協議 らない！働く人が大切にされる ルブルク国際経済フォーラム」

26～27 朝鮮総聯は、東京都北区 社会を！日比谷野音集会2018」 出席等に伴う警護(ロシア)

の東京朝鮮文化会館において第 （東京）

24回全体大会を開催 25～26 皇太子同妃両殿下「第29

29 ベルギー・リエージュ市内中 回全国「みどりの愛護」のつど

心部の路上で、男が刃物で警察 26 「美ら海壊すな土砂で埋める い」御臨席等に伴う警衛(滋賀)

官を襲撃、奪った拳銃で警察官 な5.26国会包囲行動」(東京)

等を殺害し、３人が死亡、４人

が負傷 26～27 共産党「職場問題学習・

29 平成23年に冷凍タラを北朝鮮 交流講座」（東京） 29～６/２ 「国賓」ベトナム社会

に不正に輸出した外国為替及び 主義共和国主席夫妻来日に伴う

外国貿易法違反(無承認輸出） 警護 (群馬、東京)

で、男１名を逮捕（警視庁）

30 革労協反主流派「日朝連帯集 30 アフガニスタン・カブールで、

会」（東京） 武装グループが内務省を襲撃し、

１人が死亡、５人が負傷

31 釜山の日本国総領事館付近の

歩道に放置されていた「労働者 31 志位委員長が、ベトナムのチ

像｣について、歩道を管理する ャン・ダイ・クアン国家主席と

釜山市東区が強制撤去し、同市 都内で会談（東京）

内の国立日帝強制動員歴史館に

移動



６月

国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ 北朝鮮の金英哲朝鮮労働党副委員長は、米国のトランプ大統領と １ 防衛省は、秋田、山口の両県を陸上配備型イージス・システム

会談し、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の親書を伝達 （イージス・アショア）の配備候補地に決定。両県知事に伝達

１ トランプ大統領は、史上初の米朝首脳会談について、当初の予定

どおり12日にシンガポールで行うと表明

１ 韓国と北朝鮮は、軍事境界線がある板門店の韓国側施設「平和の

家」において、４月の南北首脳会談で発表した「板門店宣言」の履

行について協議するための南北閣僚級会談を開催

２ 米国連邦捜査局（ＦＢＩ）は、中国の情報機関に軍事関連の機密

情報を売り渡したなどとして、国防情報局（ＤＩＡ）元職員を逮捕

４ 中国当局が学生らの民主化運動を武力弾圧した天安門事件から29 ４ 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」

年を迎え、香港の民主化団体による追悼集会が香港島のビクトリア が参議院で審議入り

公園で開催。主催者の発表によれば約11万5,000人が参加

８ 中国の習近平国家主席は、ロシアのプーチン大統領と中国・北京

の人民大会堂で会談。両首脳は、朝鮮半島情勢、イランの核問題等

について議論するとともに、各分野で協力を強化する必要性につい

て言及

９～10 中国、ロシア等８か国で構成される上海協力機構（ＳＣＯ）

首脳会議が中国・山東省で開催。最終日には「青島宣言」が採択さ

れ、反保護主義を掲げるとともに、北朝鮮の非核化等、国際的な課

題に結束して取り組む姿勢を表明

11 米国財務省は、米国及び米国の同盟国に対するサイバー攻撃に関 11 米軍嘉手納基地所属のＦ－15Ｃ戦闘機１機が、沖縄県那覇市の南

してロシア連邦保安庁（ＦＳＢ）に協力したとして、ロシア国籍の 方約80キロメートルの海上に墜落

３人及びロシア関連の５企業を制裁対象に指定したと発表

12 史上初の米朝首脳会談がシンガポール・セントーサ島で行われ、 12 沖縄防衛局は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐり、

トランプ大統領と金正恩朝鮮労働党委員長が、北朝鮮の体制保証と ８月17日から埋立てを開始することを沖縄県に通知

朝鮮半島の完全な非核化を盛り込んだ共同声明に署名。会談後の記

者会見において、トランプ大統領は「間違いなく拉致問題を議題に

した」旨発言

14 軍事境界線がある板門店の北朝鮮側施設「統一閣」において、 14 安倍晋三首相は、都内で拉致被害者家族等と面会し、米朝首脳会

2007年12月以来10年半ぶりに南北将官級会談が開催 談でトランプ大統領が金正恩朝鮮労働党委員長に拉致問題を提起し

たことを報告

14 東京電力は、福島第二原子力発電所全号機を廃炉の方向で検討す

14 ロシアで開催されたサッカーのワールドカップ開幕式に出席した る方針を表明

北朝鮮の金永南最高人民会議常任委員長は、プーチン大統領と会談

し、金正恩朝鮮労働党委員長の親書を伝達 16 九州電力は、玄海原子力発電所４号機を再稼働

17 群馬県南部を震源とする地震が発生し、群馬県渋川市において震

度５弱を観測

18 大阪府北部を震源とする地震が発生し、大阪府大阪市、高槻市、

19 米韓両政府は、８月に予定していた定例の米韓合同軍事演習「乙 枚方市、茨木市及び箕面市において震度６弱を観測

支フリーダム・ガーディアン」の中止を決定したと発表

19 「特定複合観光施設区域整備法案」が、衆議院本会議で、自民、

19～20 金正恩朝鮮労働党委員長は、北京を訪問し、習近平国家主席 公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決

と会談

21 韓国の文在寅大統領は、ロシアを国賓訪問し、ロシア下院で韓国

大統領として初めて演説

22 文在寅大統領は、モスクワのクレムリンでプーチン大統領と首脳

会談を行い、朝鮮半島の非核化実現に向けて協力していくことを確

認

22 北朝鮮南東部の金剛山で南北赤十字会談が行われ、８月20日から

26日にかけて、金剛山で離散家族の再会行事を開催することで合意

29 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」

が、参議院本会議で、自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多

数で可決、成立



６月

極 左 暴 力 集 団 外 事 ・ 国 際 テ ロ 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

３ 中核派（党中央）系「無実で ３ 「立憲主義を取り戻す！戦争

獄中43年星野文昭さん解放全国 ４ アフガニスタン・カブールで させない！９条こわすな！6･3 ４～９ 秋篠宮同妃両殿下｢米国｣

集会」（香川） 宗教学者会議を標的とした自爆 オール埼玉総行動」（埼玉） 御訪問に伴う警衛

テロが発生し、14人が死亡、17

人が負傷

５ 中国公船４隻が、尖閣諸島周 ５ 「オスプレイ飛ばすな！6･5

辺の領海に侵入 首都圏行動」（東京）

６ 第一管区海上保安本部及びロ ６～11 安倍首相「Ｇ７シャルル

シア国境警備局は、小樽港沖に ボワ・サミット」出席等に伴う

おいて、平成12年に交わした覚 警護（米国、カナダ）

書に基づいて、海上の密輸犯罪

を阻止する合同訓練を実施

７ 安倍首相は、米国・ワシント

ンでトランプ大統領と会談。米

朝首脳会談への対応を含め、北

朝鮮問題に関する今後の方針に

ついて綿密なすり合わせを行い、

拉致、核・ミサイルといった諸

懸案が前進する歴史的な会談と

なるよう日米、日米韓で緊密に

連携していくことで一致

７ 日本政府は、ロシアから北方

領土とサハリン州を結ぶ光回線 ９～11 天皇皇后両陛下「第69回

の海底敷設工事を開始するとの 10 「９条改憲ＮＯ！政治の腐敗 全国植樹祭」御臨場等に伴う警

通告を受け、ロシア政府に抗議 と人権侵害を許さない『安倍政 衛（福島）

権の退陣を要求する6･10国会前

大行動』」（東京）

11 共産党「第４回中央委員会総 11～21 彬子女王殿下「米国・ミ

15～18 革労協反主流派「安保粉 15 日本政府は、ロシアから北方 会」（東京） シガン州」御出張に伴う警衛

砕・政府打倒全国統一行動」 領土付近でミサイル発射訓練を

（４都府県） 行うとの通告を受け、ロシア政

府に抗議

16 革労協主流派「6･16日米安保 16～17 アフガニスタン・ナンガ 16 玄海原子力発電所４号機再稼

粉砕・安倍連合政府打倒中央闘 ルハール県で自爆テロが２日連 働に対する抗議行動（佐賀）

争」（東京） 続で発生し、55人が死亡、125

人が負傷

17 革マル派「6･17労働者・学生

統一行動」（５都道府県） 18 金融庁は、北朝鮮との間で不 18～26 高円宮妃殿下「ロシア」

正送金等に関与した疑いがある 御旅行に伴う警衛

北朝鮮系企業10社について、国

内の全ての銀行、信用金庫及び

信用組合に対し、取引の有無を

報告するよう命令

19 菅義偉官房長官は、中国政府 19 「安倍９条改憲ＮＯ！森友・

が外国の航空会社に対して台湾 加計疑惑徹底追及！安倍内閣退 21 安倍首相「大阪府」訪問に伴

を中国の一部として表記するよ 陣！6･19国会議員会館前行動」 う警護

う求めていることについて、外 （東京）

交ルートを通じて中国側に懸念 23 安倍首相「沖縄全戦没者追悼

を伝えたことを公表 20～22 民青同「第２回中央委員 式」出席に伴う警護（沖縄）

会」(東京)

25 中国公船４隻が、尖閣諸島周

辺の領海に侵入 26～28 天皇皇后両陛下「葉山御

29 防衛省は、中国海軍所属の病 用邸」御静養に伴う警衛

院船が、尖閣諸島周辺の接続水 （神奈川）

域内を航行したと発表。中国海 27 皇太子殿下「私的御研究」に

軍の艦艇が同諸島周辺の接続水 伴う警衛（徳島）

域に入域したと防衛省が公表す

るのは３回目

29 日本政府は、東シナ海の日中

中間線付近で、中国の新たな移

動式掘削船を確認し、中国側に

抗議したことを公表



月７

国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ 中国海警局が、中国共産党中央軍事委員会指揮下の人民武装警察 6/28～８ 台風第７号及び梅雨前線の影響により、西日本を中心に全

部隊（武警）に編入 国的に広い範囲で記録的な大雨（平成30年７月豪雨）

２ 世界貿易機関（ＷＴＯ）は、鉄鋼とアルミニウムを対象とする米

国の輸入制限は不当だとして、ロシアがＷＴＯへの提訴手続を開始

したと発表

４ 英国警察当局は、６月30日に同国・エイムズベリーにおいて意識 ４ 原子力規制委員会は、日本原子力発電東海第二発電所の安全対策

不明の状態で発見された40代の男女２人から、神経剤「ノビチョク」 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

の成分が検出されたと発表

４ 名古屋高等裁判所金沢支部は、関西電力大飯発電所３、４号機の

５ 欧州連合は、ウクライナ問題を背景とするロシアに対する本格的 運転差止めを命じた福井地方裁判所の判決を取り消し、住民側の請

な経済制裁の延長を全会一致で決定 求を棄却

６ ロシア経済発展省は、米国が発動した鉄鋼とアルミニウムの輸入 ６ 「特定複合観光施設区域整備法案」が参議院で審議入り

制限に対抗し、米国から輸入する建設機械、石油ガス関連装置、光

ファイバー等に対する関税を引き上げると発表

６ 米国政府は、知的財産権の侵害を理由に、自動車、ハイテク製品

等818品目、340億ドル相当の中国製品に25％の関税を上乗せする第

１弾の制裁措置を発動。中国側も同規模の報復措置を発動

６～７ 米国のポンペオ国務長官は、６月の米朝首脳会談後初めて北

朝鮮を訪問し、北朝鮮の金英哲朝鮮労働党副委員長と協議。米国側 ７ 千葉県東方沖を震源とする地震が発生し、千葉県長南町において

は、「ほぼ全ての重要な分野で進展があった」と発表する一方、北 震度５弱を観測

朝鮮側は、「完全かつ検証可能で不可逆的な非核化だの、申告だの、

検証だのと言って一方的で強盗さながらの非核化要求だけを持ち出

してきた」などとする外務省報道官の談話を発表

８ 英国警察当局は、神経剤「ノビチョク」が原因で意識不明となっ

ていた40代の男女２人のうち、女性が死亡したと発表

10 2017年に死去した中国の民主活動家・劉暁波の妻で、中国当局に

より８年近く軟禁されていた劉霞が、中国を出国し、ドイツに入国

13 米国司法省は、サイバー攻撃によって、2016年の米国大統領選挙

への干渉に関与したとして、ロシア連邦軍参謀本部情報総局（ＧＲ

Ｕ）の元機関員12人を起訴したと発表 15 沖縄防衛局は、安全かつ円滑な通行の確保を目的に、米軍キャン

プ・シュワブの工事用ゲート前に新たな柵を設置

16 米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領は、フィンラン

ド・ヘルシンキで首脳会談を行い、シリア問題や核軍縮で協力し、

関係改善を図る方針で一致

16 米国司法省は、ロシア政府のスパイとして活動した疑いで、ロシ

ア人女性を逮捕したと発表

19 英国の通信社は、英国における元ロシア情報機関員襲撃事件をめ 19 関西電力大飯発電所３、４号機の運転差止めを求める訴訟につい

ぐり、英国警察当局が事件に関与したとみられる複数のロシア人を て、住民側が上告を断念し、住民側の請求を棄却した名古屋高等裁

特定したと報道 判所金沢支部の判決が確定

20 韓国のソウル中央地方裁判所は、朴權恵前大統領に対し、国家情 20 「特定複合観光施設区域整備法案」が、参議院本会議で、自民、

報院から上納金を受け取ったとして、国庫損失罪で懲役６年、追徴 公明両党と日本維新の会等の賛成多数で可決、成立

金33億ウォンの実刑判決を言渡し。また、2016年の総選挙に不法に

介入したとして、公職選挙法違反で懲役２年の実刑判決を言渡し

26 中国・北京の米国大使館付近で爆発が発生。北京の公安当局は、

内モンゴル自治区出身の26歳の男性を容疑者として拘束したと発表

27 北朝鮮は、朝鮮戦争の休戦協定締結から65年を迎え、米兵の遺骨 27 政府は、｢サイバーセキュリティ戦略」を閣議決定

55柱を米国側に返還。北朝鮮が米兵の遺骨を返還するのは2007年４

月以来

27 北朝鮮の朝鮮中央放送は、26日に「第５回全国老兵大会」が開催

され、朝鮮戦争に参加した退役軍人や戦時功労者らが出席したと報道

29 台風第12号が、三重県伊勢市付近に上陸

30 中国の最高人民検察院は、浙江省寧波市の検察当局が、魯煒中国

共産党中央宣伝部元副部長を収賄罪で起訴したと発表
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極 左 暴 力 集 団 外 事 ・ 国 際 テ ロ 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

１ 中核派（党中央）系「国鉄闘 １ アフガニスタン・ジャララバ １ ｢オスプレイ暫定配備反対7.1

争全国運動7･1全国集会」（東京） ードの州知事公舎近くで、自爆 県民大集会in木更津｣（千葉）

テロが発生し、20人が死亡、20

１ 革労協反主流派｢対国立精神･ 人以上が負傷 ２ 共産党が「しんぶん赤旗」電

神経医療研究センター（旧武蔵 ４ 中国海警局の公船３隻が、尖 子版を開始

病院）デモ」（東京） 閣諸島周辺の領海に侵入。中国

海警局の公船が同諸島周辺の領 ３ 共産党「ブロック別全国都道 ３ 皇后陛下「第64回国際ゾンタ

海に侵入したのは、中国海警局 府県委員長・書記長会議」 世界大会」御臨席に伴う警衛

が武警に編入されて以降初めて （東京等） (神奈川)

４ 日露両政府は、都内で外務次

官級による安全保障協議を行い、 ４ 共産党「15都道府県職場担当 ４ 安倍晋三首相「埼玉県」訪問

北朝鮮の核・ミサイル問題や拉 者会議」（東京） に伴う警護

致問題の解決に向けて連携する

方針で一致 ６ 法務省が、地下鉄サリン事件

等13事件の首謀者として殺人等

13 パキスタン・バロチスタン州 の罪で死刑が確定していた麻原

マストゥングで、政治集会を標 彰晃こと松本智津夫及びオウム

15 統一共産同盟等「7･15｢明治･ 的とした自爆テロが発生し、149 真理教による一連の事件で死刑

北海道150年」式典反対関東集 人が死亡、186人が負傷 が確定していた６人に対する死

会」（東京） 刑を執行

18 防衛省は、本年４月から６月

15 中核派（党中央）系「全国水 までの間に日本の領空に接近し 11 共産党「党創立96周年記念講 11 安倍首相「平成30年７月豪雨

平同盟第７回大会」（大阪） た中国軍機に対する航空自衛隊 演会」で、志位和夫委員長が講 による被害状況視察」に伴う警

戦闘機の緊急発進(スクランブ 演（東京） 護(岡山)

16 革労協反主流派「入院患者差 ル)回数が173回に上ったと発表

別・虐殺34ヵ年糾弾！報徳会宇 18 日露両国が実現を目指す北方 13 安倍首相「平成30年７月豪雨

都宮病院糾弾！宇都宮現地闘争」 領土における共同経済活動に合 19 「９条改憲ＮＯ！北東アジア による被害状況視察」に伴う警

（栃木） わせ、周辺地域の経済発展や振 の平和と共生を！政治の腐敗と 護(愛媛)

興推進につなげるため財源の確 人権侵害を許さない『安倍政権

16 統一共産同盟等「7･16天皇出 保を図る改正北方領土問題解決 の即刻退陣を要求する7.19国会 17～31 眞子内親王殿下「ブラジ

席の「明治・北海道150年」式 促進特別措置法が、参議院本会 前大行動』」（東京） ル」御訪問に伴う警衛

典反対！関西集会」（大阪） 議で全会一致で可決され成立

20 ロシア・ダゲスタン共和国キ 20 共産党「国会議員団総会」

ズリャル郊外で、武装グループ （東京） 21 安倍首相「平成30年７月豪雨

が警察官を襲撃し、２人が死亡 による被害状況視察」に伴う警

22 中核派（党中央）系「星野さ 22 北方領土の元島民らが、航空 護(広島)

んをとり戻そう！全国再審連絡 機で国後、択捉両島を訪れ、墓

会議2018年全国総会」（東京） 参を実施。日本政府は、同行し 22～8/9 愛子内親王殿下「英国｣

た政府関係者、報道関係者の衛 御旅行に伴う警衛

星電話をロシア当局が没収した

ことについて、外交ルートを通

じて抗議

22 カナダ・トロントで、男が銃

を乱射し、２人が死亡、13人が

負傷

22 アフガニスタン・カブール国

際空港で自爆テロが発生し、27

人が死亡、107人以上が負傷 24 志位委員長が、頸椎症性脊椎

25 パキスタン・バロチスタン州 症の手術のため、東京都内の病

クエッタの選挙投票所で、自爆 院に入院（７月31日に退院、８

テロが発生し、31人が死亡、70 月20日に党務に復帰）

人が負傷

25 シリア・スワイダ県の市場等

で、少なくとも４件の自爆テロ 26 法務省が、オウム真理教によ

が発生し、258人が死亡、180人 る一連の事件で死刑が確定して

以上が負傷 いた６人に対する死刑を執行

29 中国公船４隻が、尖閣諸島周

辺の領海に侵入 26～28 全労連「第29回定期大会」

29 タジキスタン・ハトロン州で （東京）

武装グループが車両で欧米人旅

行者を轢過するなどし、４人が

死亡、２人が負傷

31 日露両政府は、ロシア・モス

クワで外務・防衛閣僚協議（２

＋２）を開催し、北朝鮮の非核

化に向けた連携で一致

31 フィリピン・バシラン州ラミ 31～8/2 皇太子殿下「平成30年

タン市の軍検問所で、自動車爆 度全国高等学校総合体育大会」

弾による自爆テロが発生し、10 御臨場等に伴う警衛（三重）

人が死亡、７人が負傷



月８

国 際 情 勢 国 内 情 勢

２ 中国と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）は、シンガポールで開

催された外相会議で、南シナ海での紛争防止に向けた「南シナ海に

関する行動規範（ＣＯＣ）」の草案を承認

３ 米国財務省は、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁決議に違反した

として、ロシアの銀行等３団体、１個人を制裁対象に指定

４ ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）閣僚会議が、シンガポール

で開催され、北朝鮮の李容浩外相も参加。議長声明では「完全かつ

検証可能で不可逆的な非核化（ＣＶＩＤ）」の文言は明記されず、

「完全な非核化」と表現

６ 英国のガーディアン紙は、英国における元ロシア情報機関員襲撃

事件をめぐり、英国の検察当局がロシア人容疑者２名の身柄引渡を ８ 翁長雄志沖縄県知事が死去

ロシア側に求める準備をしていると報道

10 中国電力は、建設中の島根原子力発電所３号機について、新規制

12 安倍晋三首相と中国の李克強首相は、日中平和友好条約締結40周 基準への適合性審査を受けるため、原子力規制委員会に原子炉設置

年に伴い、祝電を交換。李克強首相は、「中日関係の長期的で健全 変更許可を申請

かつ安定した発展を推進していく」と表明

13 米国のトランプ大統領は、2019年度の国防予算の大枠等を定める

国防権限法に署名。同法では、米国の政府機関に対して、中国の通

信大手「中興通訊(ＺＴＥ)」、｢華為技術(ファーウェイ)」のサー

ビスや機器の利用を禁止

15 米国財務省は、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁決議に違反した 15 台風第15号が、宮崎県日向市付近に上陸

として、新たに中国、ロシア等に拠点を置く３団体、１個人を制裁

対象に指定

15 韓国の文在寅大統領は、日本の植民地支配からの解放を記念する

「光復節」の式典で演説を行い、日韓関係を「未来志向的に発展さ

せ、東北アジアの平和繁栄のために緊密に協力する」と発言。また、

南北関係に関しては、「朝鮮半島の完全な非核化、終戦宣言と平和

協定に向かうための大胆な一歩を踏み出す」と表明

16 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の異母兄・金正男がマレーシア

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人の公判

が、クアラルンプール近郊の高等裁判所で開かれ、裁判官は、検察

の立証に一定の説得力を認め、審理継続を決定したほか、「北朝鮮

による政治的暗殺の可能性も排除できない」と指摘

18 ロシアのプーチン大統領とドイツのメルケル首相は、ドイツ・メ

セベルクで会談し、独露間の天然ガスパイプライン事業「ノルド・

ストリーム２」を推進することで一致

20～22、24～26 2015年10月以来となる南北離散家族の再開行事が、

北朝鮮・金剛山で開催

21 中国外交部は、エルサルバドルとの国交樹立を発表し、台湾外交

部は、同国との断交を発表。これにより、台湾と国交を有する国は

17か国に減少

21 中国の魏鳳和国務委員兼国防相は、インド・ニューデリーを訪問

し、モディ首相と会談。会談では、中印国境の係争地域の安定を維

持し、軍事交流を進めることで一致

21 米国財務省は、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁決議に違反した

として、新たにロシアの海運会社２団体、船舶６隻を制裁対象に指

定

23 米国政府は、知的財産権の侵害を理由に、半導体、化学品等279 23 台風第20号が、徳島県南部に上陸

品目、160億ドル相当の中国製品に25％の関税を上乗せする第２弾

の制裁措置を発動。中国側も同規模の報復措置を発動

23 米国のポンぺオ国務長官は、新たな北朝鮮担当特別代表にスティ

ーブン・ビーガン氏を指名したほか、翌週に北朝鮮を訪問すると発

表

24 韓国のソウル高等裁判所は、収賄等の罪で起訴され、１審で懲役 24 山口祥義佐賀県知事は、陸上自衛隊輸送機Ｖ－22オスプレイの佐

24年、罰金180億ウォンの判決を受けた朴權恵前大統領に対し、懲 賀空港配備計画の受入れを表明

役25年、罰金200億ウォンの実刑判決を言渡し

24 トランプ大統領は、翌週に予定していたポンペオ国務長官の訪朝

について、「朝鮮半島の非核化に重要な進展が見られない」ことを

理由に中止するよう指示したと表明

27 米国政府は、英国における元ロシア情報機関員襲撃事件について、

ロシアが国際法に反して化学兵器を使用したと断定し、安全保障に

関わる製品や技術のロシアへの輸出を禁止する新たな対露制裁を発

動

29 プーチン大統領は、年金受給年齢の引上げを柱とした法案の見直

しを提案すると表明 30 日本原子力研究開発機構は、廃炉が決まった高速増殖原型炉もん

じゅの燃料体取り出し作業を開始

31 沖縄県は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐり、仲井

真弘多前沖縄県知事による公有水面埋立承認を撤回
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極 左 暴 力 集 団 外 事 ・ 国 際 テ ロ 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

１～２ 日本政府は、韓国の海洋

調査船が竹島周辺の領海内に侵 ２ 共産党「空白議会克服の経験 ２ 安倍首相「宮城県」訪問に伴

入したとして、外交ルートを通 交流会」（東京） う警護

じて２日連続で韓国政府に抗議

３ ロシア・サハリン州のメディ ３～５ オウム真理教上祐派が、 ３～５ 天皇皇后両陛下「北海道

アは、ロシア軍の戦闘機スホイ 豊明施設等２府県３か所におい 150年記念式典」御臨席等に伴

35が択捉島に配備されたと報道。 て集中セミナー(前半)を開催 う警衛（北海道）

日本政府は外交ルートを通じて抗議

３ アフガニスタン・パクティア

４ 革労協反主流派「8･4大間原 県のシーア派モスクで、自爆テ ４～６ 原水禁「被爆73周年原水 ４～５ 皇太子同妃両殿下「第100

発建設阻止現地闘争」（青森） ロが発生し、39人が死亡、80人 爆禁止世界大会・広島大会」 回全国高等学校野球選手権記念

４～５ 統一共産同盟等「天皇出 以上が負傷 （広島） 大会｣御臨場等に伴う警衛(兵庫)

席の「明治・北海道150年式典」 ７ 中国公船４隻が、尖閣諸島周 ４～６ 原水協「原水爆禁止2018

反対、アイヌ民族連帯札幌闘争」 辺の領海に侵入 年世界大会・広島」（広島） ５～６ 安倍首相「平成30年７月

（北海道） 10 韓国女性家族部は、慰安婦問 豪雨による被害状況視察」及び

４～６ 極左各派「広島反戦反核 題の資料収集や研究を専門に行 ６ 共産党「職場分野担当者座談 「広島市原爆死没者慰霊式並び

闘争」（広島） う初の政府系研究機関となる 会」（東京） に平和祈念式」参列等に伴う警

｢日本軍慰安婦問題研究所」を､ 護（広島）

５ 革マル派「第56回国際反戦集 傘下の財団法人「韓国女性人権 ７～９ 原水禁「被爆73周年原水

会」（７都道府県） 振興院」内に設置 爆禁止世界大会・長崎大会」 ７～８ 皇太子殿下「第17回日本

10 ヨルダン・フハイスで警察車 （長崎） スカウトジャンボリー」御臨場

８～９ 極左各派「長崎反戦反核 両に対する爆弾テロが発生し、 等に伴う警衛（石川）

闘争」（長崎） １人が死亡、６人が負傷 ８～９ 原水協「原水爆禁止2018

14 文在寅大統領は、「日本軍慰 年世界大会・長崎」（長崎） ９ 安倍首相「長崎原爆犠牲者慰

安婦被害者をたたえる日」の式 霊平和祈念式典」参列等に伴う

典に出席 11 「土砂投入を許さない！ジュ 警護（長崎）

14 台湾南部の台南市で、慰安婦 ゴン・サンゴを守り、辺野古新

を象徴する銅像の除幕式が行わ 基地建設断念を求める8･11県民 ９ 右翼団体「反ロデー」をめぐ

れ、馬英九前総統が出席し、日 大会」（沖縄） り北方領土返還等を主張する街

本政府に謝罪と賠償を要求。台 11～15 オウム真理教上祐派が、 宣（21都道府県）

湾での慰安婦像の設置は初 南烏山施設において集中セミナ

15 極左各派「終戦記念日闘争」 15 中国の陸慷外交部報道官は、 ー(後半)を開催 15 右翼団体「終戦記念日」をめ

（４都府県） 日本の閣僚が靖国神社への参拝 ぐる街宣、参拝等（38都道府県）

を見送ったことについて､「留

意する｣と述べた一方､｢安倍首

相が祭祀費を奉納し、一部の国

会議員が参拝したことにも留意

している｣と不快感を表明

15 アフガニスタン・カブールの

民間教育施設で、自爆テロが発 16～21 皇太子御一家「須崎御用

生し、34人が死亡、56人が負傷 17～19 全教「教育研究全国集会 邸御静養」に伴う警衛（静岡）

20 ロシア・チェチェン共和国で 2018」（長野） 17～19 右翼団体「全教教育研究

武装グループが警察署及び検問所 19 「安倍９条改憲ＮＯ！沖縄・ 全国集会2018」批判街宣（長野）

を連続して襲撃し、４人以上が負傷 辺野古新基地建設反対！安倍政 22～29 天皇皇后両陛下「軽井沢

23 韓国大法院は、「徴用工とし 権退陣！8.19国会議員会館前行 御静養･草津アカデミー御出席｣

て強制的に働かされた」と主張 動」（東京） に伴う警衛（長野・群馬）

する韓国人４人が新日鉄住金に

損害賠償を求めた訴訟について、

差戻し上告審の審理を開始

23 フランス・パリ郊外で、男が

刃物で通行人等を襲撃し、２人

が死亡、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

25 北朝鮮の朝鮮中央通信は、日 25～9/3 皇太子御一家｢那須御用

本人観光客が北朝鮮当局に取締 邸御静養」に伴う警衛(栃木)

りを受けて調査されたが、人道 （皇太子殿下・１日還啓）

の原則に従って寛大に許し、国

26 革労協反主流派「第41回全国 外追放することとしたと報道 26 安倍首相「宮崎県」及び「鹿

反戦集会」（東京） 28 北朝鮮当局に拘束されていた 児島県」訪問に伴う警護

日本人が解放され、北京経由で帰国

28 フィリピン･スルタン･クダラ 27 安倍首相「福井県」及び「富

ット州イスランで、爆弾テロが 山県」訪問に伴う警護

発生し、３人が死亡、36人が負傷

29 中国外交部は、北京での秋葉

剛男外務次官と同国の王毅国務

30 有印私文書偽造・同行使罪及 委員兼外相の会談について、産経 30 安倍首相「愛知県」及び「三

び旅館業法違反で中核派（党中央） 新聞記者による冒頭取材を拒否 重県」訪問に伴う警護

非公然活動家１人を逮捕（警視庁） 31 オランダ・アムステルダムの

中央駅で、男が刃物で通行人を

襲撃し、２人が負傷
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１ 中国政府は、中国本土で生活する台湾人に、中国人と同様の公共

サービスが受けられる「居住証」を発行する制度を導入

３ 中国の習近平国家主席は、中国アフリカ協力フォーラムの首脳会

議の開会式で演説し、アフリカの経済発展のために今後３年間で

600億ドルの経済支援を行うことを表明

４ 在英反体制派ＮＧＯ「シリア人権監視団」によると、ロシア軍は、 ４ 台風第21号が、徳島県南部に上陸

シリア北西部イドリブ県の反体制派勢力に対する空爆を再開

５ 英国検察当局は、英国における元ロシア情報機関員襲撃事件をめ ５ 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設の賛否を問う県民投票条例

ぐり、ロシア国籍の男２人を容疑者として特定し、国際刑事警察機 の制定を目指す市民団体が、沖縄県に署名９万2,848筆を提出し、

構（ＩＣＰＯ）に国際手配を要請 条例制定を直接請求

６ 米国司法省は、米映画会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメ

ントを標的とした2014年11月のサイバー攻撃等に関与したとして、 ６ 北海道胆振地方中東部を震源とする地震が発生し、北海道厚真町

北朝鮮のハッカーを訴追したと発表。同訴追を受け、米国財務省は、 において震度７を観測（平成30年北海道胆振東部地震）

同人及び関係したとされる北朝鮮企業を制裁対象に指定

６ 英国における元ロシア情報機関員襲撃事件をめぐり、米国、英国、

フランス、ドイツ及びカナダの首脳は、ロシア政府を非難する共同

声明を発表

７ ロシア、トルコ及びイランの首脳は、イラン・テヘランで首脳会

談を行い、シリアの内戦終結に向けた協議を継続することで一致

８ 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は、建国70周年記念行事に合わ

せて訪朝したロシアのマトビエンコ上院議長と会談

９ 北朝鮮は、建国70周年慶祝閲兵式を実施したが、大陸間弾道ミサイル

（ＩＣＢＭ）が登場しないなど抑制的な内容に終始。北朝鮮の金永南

最高人民会議常任委員長は、演説で、北朝鮮が「最強の国家防衛力

を備えた軍事強国」となったと強調。また、金正恩朝鮮労働党委員

長は、中国の栗戦書全国人民代表大会常務委員会委員長と会談

11 ロシア軍は、冷戦後最大規模であるとする軍事演習｢ボストーク2018｣

を開始し、中国軍が初参加。ロシア軍は、演習場所から北方領土を除外

11 習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は、ロシア・ウラジオ

ストクで行われた中露首脳会談で、ロシア極東地域の共同開発など、

両国関係の包括的な強化で一致

13 米国財務省は、北朝鮮の核・ミサイル開発を支援したとして、新

たに中国、ロシアを拠点とする２団体、１個人を制裁対象に指定

14 韓国及び北朝鮮の担当者が常駐する南北共同連絡事務所が開所

17 プーチン大統領とトルコのエルドアン大統領は、ロシア・ソチで

会談を行い、シリア北西部イドリブ県への非武装地帯の設置で合意

17 国連安全保障理事会は、対北朝鮮制裁に関する緊急会合を開催し、

米国のヘイリー国連大使は、ロシアが北朝鮮の制裁逃れを手助けし

ていると非難。これに対しロシアは、違反は犯していないと反論

18～20 金正恩朝鮮労働党委員長と韓国の文在寅大統領は、2018年に

入ってから３回目となる南北首脳会談を北朝鮮・平壌で開催。会談

では、両首脳が「９月平壌共同宣言」に署名したほか、南北の国防

相レベルでも、軍事的緊張の緩和などを盛り込んだ合意文書に署名。

金正恩朝鮮労働党委員長は、共同記者会見で、｢朝鮮半島を核兵器

と核の脅威のない平和の地とする」と表明

20 米国政府は、ロシアから戦闘機等を購入したとして、中国軍の装

備発展部と同部の李尚福部長に対し、経済制裁を発動

22 香港と中国大陸を結ぶ高速鉄道「広深港高速鉄道」の開通式が、

香港側の始発駅である西九竜駅で開催

22 バチカン（ローマ法王庁）は、長年対立してきたカトリック教会 23 拉致被害者家族会、救う会等は、東京都千代田区の砂防会館で、

の司教任命権問題で、中国と暫定合意に達したと発表 「全拉致被害者の即時一括帰国を！国民大集会」を開催

23 ロシア極東のハバロフスク地方と西部のウラジーミル州で、知事

選の決選投票が行われ、いずれも与党「統一ロシア」の候補が敗北 25 広島高等裁判所は、四国電力伊方発電所３号機の運転差止めを命

24 ロシアのショイグ国防相は、18日にロシア軍機がシリア沖で撃墜 じた同高裁の仮処分決定について、四国電力が申し立てた異議を認

された事件を受けて、シリア軍に高性能地対空ミサイルシステム め、仮処分を取消し

「Ｓ300」を供与すると発表

24 米国政府は、農水産品、家具等5,745品目、2,000億ドル相当の中国製 26 原子力規制委員会は、日本原子力発電東海第二発電所が新規制基

品に10％の関税を上乗せする第３弾の制裁措置を発動。中国側も､600 準に適合したことを示す審査書を正式決定

億ドル相当の米国製品に５％又は10％の追加関税を課す報復措置を発動

24 米国のトランプ大統領と文在寅大統領は、国連総会が開かれてい 28 大分地方裁判所は、大分県の住民が四国電力伊方発電所３号機の

る米国・ニューヨークで会談 運転差止めを求めた仮処分の申立てを却下

25 米国司法省は、中国情報当局の工作員として米国内で活動したと

して、中国籍の男を逮捕したと発表 30 翁長雄志沖縄県知事死去に伴う沖縄県知事選挙で、｢オール沖縄｣

25 安倍晋三首相と文在寅大統領は、ニューヨークで会談。文在寅大 の支援を受けた玉城デニー氏（無所属・新）が、佐喜眞淳氏（無所

統領は、南北首脳会談において、金正恩朝鮮労働党委員長に対し改 属・新）らを破り、初当選

めて拉致問題を提起したと説明

25 安倍首相は、国連総会における一般討論演説で、拉致問題の解決に資する 30 沖縄県宜野湾市長選挙で、松川正則氏（無所属・新）が、「オー

日朝首脳会談の実現と全ての拉致被害者の帰国の実現に向けた決意を表明 ル沖縄」の支援を受けた仲西春雅氏（無所属・新）を破り、初当選

26 米国のポンぺオ国務長官と北朝鮮の李容浩外相は、ニューヨーク

の国連本部で会談し、北朝鮮の非核化に向けた措置等について協議 30 台風第24号が、和歌山県田辺市付近に上陸

26 河野太郎外相と李容浩外相は、国連本部で会談を実施
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極 左 暴 力 集 団 外 事 ・ 国 際 テ ロ 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

１ 革労協反主流派「関東大震災 １ 防衛省は、ロシア軍の哨戒機 １ 安倍首相「平成30年度総合防

下朝鮮人・中国人大虐殺95ヵ年 ２機が日本周辺の上空を飛行し 災訓練」参加に伴う警護

徹底糾弾日朝連帯集会｣(東京） たと発表 （神奈川）

１ 革労協主流派「関東大震災朝

鮮人・中国人虐殺95ヵ年糾弾

防災訓練－治安弾圧訓練粉砕」 ３ 防衛省は、ロシア海軍の艦艇

闘争（東京、神奈川） 28隻が北海道の宗谷海峡を通過

１～２ 革労協反主流派「防災訓 したと発表

練粉砕闘争」（４都県） ３ 日本政府は、ロシアが北方領

１～２ 中核派（党中央）系全学 土で第２次世界大戦での対日戦

連「第79回定期全国大会」 勝を祝う式典を開催したことに

（東京） ついて、外交ルートを通じて抗

議

５ 菅義偉官房長官は、北方領土 ５ 共産党「全国都道府県委員長 ５ 安倍首相「新潟県」訪問に伴

の択捉島で10日から予定されて 会議」（東京） う警護

いた元島民らによる墓参が中止

になったと発表

５ アフガニスタン・カブールの

スポーツクラブで、自爆テロ及

び自動車爆弾によるテロが発生

し、30人が死亡、103人が負傷

７ 中国公船４隻が、尖閣諸島周 ７～15 皇太子殿下「フランス」

辺の領海に侵入 御訪問に伴う警衛

９ 中核派（党中央）「革共同政 ８～14 彬子女王殿下「トルコ」

治集会」（東京） 10 安倍首相とプーチン大統領は、 御旅行に伴う警衛

ウラジオストクで会談。北方領 ９ 安倍首相「平成30年北海道胆

９ 革労協主流派「報徳会宇都宮 土における共同経済活動につい 振東部地震による被害状況視察｣

病院入院患者差別虐殺34ヵ年糾 て、実現に向けた作業を速やか に伴う警護(北海道)

弾9･9現地闘争」(栃木） に進めることで一致 10～13 安倍首相「東方経済フォ

ーラム」出席等に伴う警護（ロ

12 安倍首相と習近平国家主席は、 シア）

ウラジオストクで会談し、日中 10～15 承子女王殿下「東ティモ

平和友好条約の発効から40年に ール」御旅行に伴う警衛

当たる10月23日に安倍首相の訪

中を実現する方針で一致

12 プーチン大統領は、東方経済

フォーラムの全体会合で、年内

に前提条件なしで平和条約を締

結することを日本側に提案

13 外務省は、韓国の国立海洋調

査院が、平成29年３月から同年 14～17 オウム真理教主流派が、 14 天皇皇后両陛下「平成30年７

11月にかけて、竹島周辺の領海 札幌白石施設等６都道府県６か 月豪雨災害による被災地御見舞｣

や排他的経済水域（ＥＥＺ）で 所において集中セミナー(前半) に伴う警衛（岡山）

無人観測機器を使用して海洋調 を開催

査を行ったことに関し、韓国側 17 「さようなら原発全国集会」

に抗議 （東京）

18～26 寬仁親王妃信子殿下「イ

18～19 革マル派系全学連「第88 タリア・バチカン市国」御旅行

回定期全国大会」（東京） 19 ロシア軍の戦闘機スホイ35が、 19 「戦争法からまる３年、安倍 に伴う警衛

19 福岡市個人情報保護条例違反 能登半島沖から北海道沖の日本 ９条改憲ＮＯ！沖縄・辺野古新

で中核派（党中央）活動家１人 海上空を飛行し、航空自衛隊の 基地建設阻止！9･19日比谷野音

を逮捕（福岡） 戦闘機が緊急発進 集会」（東京）

21～24 オウム真理教主流派が、 21 天皇皇后両陛下「平成30年７

22 イラン・フーゼスタン州で、 札幌白石施設等６都道府県６か 月豪雨災害による被災地御見舞｣

武装グループが銃を乱射し、軍 所において集中セミナー(後半) に伴う警衛（愛媛・広島）

23 革労協主流派「9･23三里塚全 事パレードの参加者等、25人が を開催

国総決起集会」（千葉） 死亡、60人以上が負傷 23～28 安倍首相「第73回国連総

25 イラク・バクダッドで、連続 25～27 民青同「第３回中央委員 会」出席等に伴う警護（米国）

爆弾テロが発生し、１人が死亡、 会」(東京)

15人が負傷

27 朝鮮学校が高校授業料無償化 28～29 天皇皇后両陛下「第73回

制度の適用対象から除外された 国民体育大会」御臨場等に伴う

ことについて、学校法人「大阪 警衛（福井）

朝鮮学園」が国に処分の取消し

等を求めた訴訟の控訴審で、大

阪高等裁判所は、国の処分は適 29 右翼団体「反中共デー」をめ

法と判断し、国に朝鮮学校の授 ぐる街宣等（７都道府県）

業料無償化を命じた１審判決を

取消し
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３ バチカンで開幕した世界代表司教会議に、中国の司教２人が初めて参加 １ 在日米軍は、米空軍輸送機ＣＶ 22オスプレイ５機を米軍横田基－

４ 米国司法省は、世界ドーピング防止機構（ＷＡＤＡ）や米国の原 地に配備

子力関連企業ウエスチングハウスに対するサイバー攻撃に関与した

として、ロシア連邦軍参謀本部情報総局（ＧＲＵ）当局者７人を起

訴したと発表。また、英国、カナダ、豪州及びニュージーランドは、

ＷＡＤＡ等に対するサイバー攻撃にＧＲＵが関与しているとして非

難する声明を発表

４ 英国及びオランダは、ＧＲＵが関与した化学兵器禁止機関のネッ

トワークへの不正侵入未遂行為等が確認されたとして非難する共同

声明を発表

４ 米国のペンス副大統領は、米国・ワシントンで講演を行い、中国

があらゆる手段を通じ、11月の米国中間選挙や2020年の米国大統領

選挙に影響を及ぼそうとしていると批判

４ 米国財務省は、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁決議に違反した

として、トルコの１団体、３個人を制裁対象に追加

５ フランスのＡＦＰ通信は、中国出身の孟宏偉国際刑事警察機構 ５ 北海道胆振地方中東部を震源とする地震が発生し、北海道厚真町、

（ＩＣＰＯ）総裁が、フランスから中国へ一時帰国した後に行方不 むかわ町及び平取町において震度５弱を観測

明となり、フランスの司法当局が捜査を開始したと報道

５ ロシアのプーチン大統領は、インド・ニューデリーでモディ首相

と会談。インドは、ロシア製最新型防空ミサイルシステム｢Ｓ400」

の購入契約を締結

５ 韓国のソウル中央地方裁判所は、収賄等の罪で起訴された李明博

元大統領に対し、懲役15年、罰金130億ウォン、追徴金82億7,000万

ウォンの実刑判決を言渡し

５ 北朝鮮の朝鮮中央通信によると、10･4宣言発表11周年記念民族統

一大会が平壌で開催され、金永南最高人民会議常任委員長、韓国の

趙明均統一相らが参加

７ 米国のポンぺオ国務長官は、平壌を訪問し、北朝鮮の金正恩朝鮮

労働党委員長と会談。米国国務省は、金正恩朝鮮労働党委員長が、

豊渓里の核実験場に査察団を受け入れることを表明したと発表

８ 英国における元ロシア情報機関員襲撃事件をめぐり、英国の民間

調査報道グループは、実行犯２人のうち１人がＧＲＵ所属の軍医で

あるとする調査結果を発表

９ 中国・新疆ウイグル自治区の人民代表大会常務委員会は、県レベ

ル以上の自治体が思想教育のための教育矯正施設を設立できるとす

る条項を条例に追加

９ 北朝鮮の崔善姫外務次官、中国の孔鉉佑外務次官及びロシアのモ

ルグロフ外務次官が、ロシア・モスクワで三者協議を実施

10 米国司法省は、米国のゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）の航空

部門等から機密情報を窃取しようとしたとして、中国国家安全部 14 沖縄県豊見城市長選挙で、「オール沖縄」の支援を受けた山川仁

（ＭＳＳ）の幹部を訴追したと発表 氏（無所属・新）が、宜保安孝氏（無所属・新）らを破り、初当選

16 中国国営「新華社通信」は、中国共産党が、収賄等の重大な規律

違反を理由として、中国軍統合参謀部の房峰輝前参謀長及び中国軍 17 防衛省は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐり、沖縄

政治工作部の張陽前主任の党籍剥奪処分を決定したと報道 県が行った公有水面埋立承認の撤回について、国土交通大臣に対し

19 米国司法省は、米国中間選挙に不正に干渉しようとしたとして、 審査請求及び執行停止を申立て

ロシア国籍の女を訴追したと発表

19 米国国防総省のホワイト報道官は、米韓両軍が12月に実施を予定し 18 原子力規制委員会は、日本原子力発電東海第二発電所について、

ていた航空機を主体とする防空演習｢ビジラント・エース｣の中止を発表 新規制基準に基づく安全対策の詳細設計を定めた工事計画を認可

20 中国が開発している世界最大級の水陸両用機「ＡＧ600」が、中

国・湖北省で水上からの初の試験飛行を実施 21 沖縄県那覇市長選挙で、「オール沖縄」の支援を受けた城間幹子

20 サウジアラビア国営通信は、在トルコ・サウジアラビア総領事館 氏（無所属・現）が、翁長政俊氏（無所属・新）を破り、再選

でサウジアラビア人記者が殺害された疑惑をめぐり、サウジアラビ

ア検察当局が同記者の死亡を認め、同国籍の18人を拘束したと報道

25 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）は、ノルウェー、バルト海等で冷 25 東北電力は、女川原子力発電所１号機の廃炉を決定

戦終結後最大規模となる軍事演習を開始

25 米国財務省は、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁決議に違反した

として、シンガポールの企業２団体、１個人を制裁対象に追加

26 安倍晋三首相は、中国の習近平国家主席、李克強首相とそれぞれ 26 広島地方裁判所は、四国電力伊方発電所３号機の運転差止めを平

中国・北京で会談し、安全保障や経済分野で日中関係を新たな段階 成30年９月末までの期限付きで認めた広島高裁の仮処分決定をめぐ

に発展させることで一致 り、広島市の住民らが求めた停止期間の延長を求める仮処分申立て

27 シリア内戦をめぐり、ロシア、フランス、ドイツ及びトルコの首 を却下

脳が、トルコ・イスタンブールで会談を行い、シリア北西部イドリ 26 沖縄県議会は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に伴う埋立

ブ県の停戦維持の必要性や新憲法制定に向けた委員会の設置を盛り の賛否を問う県民投票条例案を可決

込んだ共同声明を発表

29 中国の上海外国為替市場で、人民元の対ドル相場の終値が１ドル＝ 27 四国電力は、伊方発電所３号機を再稼働

6.956元と、2008年５月以来10年半ぶりの水準に下落

30 米国司法省は、航空機のエンジンに関する情報を含む知的財産や 30 石井啓一国交相は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐ

機密情報の窃取を企図した米国等の企業に対するサイバー攻撃に関 り、沖縄県が行った公有水面埋立承認の撤回の執行停止を決定

与したとして、中国国家安全部の地方支部職員ら10人を起訴したと

発表
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３ 菅義偉官房長官は、尖閣諸島 ３ 共産党・志位和夫委員長、小

周辺の排他的経済水域（ＥＥＺ） 池晃書記局長は、駐日韓国大使

内で、中国がブイを設置したこ 館が主催した、韓国の国慶日レ

とを確認したとして、外交ルー セプションに出席（東京）

トを通じて中国に抗議したこと

を発表

３～５ 北方領土における共同経

済活動に関する日本の官民調査

団が、択捉島及び国後島を訪問

５ 韓国・済州島で11日に開催さ

れる国際観艦式において、韓国 ６～７ 皇太子同妃両殿下「第33

側が海上自衛隊の護衛艦に対し 回国民文化祭・おおいた2018及

旭日旗を掲げないよう求めてい び第18回全国障害者芸術・文化

た問題で、岩屋毅防衛相は、護 祭おおいた大会」御臨場等に伴

衛艦の派遣中止を発表 う警衛（大分）

７ 安倍首相「ＳＴＳフォーラム

第15回年次総会」出席に伴う警

８ ロシア政府は、北方領土周辺 護（京都）

の領海等で、10日から13日にか

けて射撃訓練を実施することを 12 共産党「幹部会」（東京） 12～14 皇太子殿下「第18回全国

通告。日本政府は外交ルートを 障害者スポーツ大会」御臨場等

通じて抗議 13～14 共産党「第５回中央委員 に伴う警衛（福井）

会総会」（東京）

14 革労協反主流派「自衛隊中央 14 安倍首相「平成30年度自衛隊

観閲式粉砕闘争」（埼玉） 記念日観閲式」出席に伴う警護

（埼玉）

14 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･ 16 ロシア政府は、北方領土の択 16～17 共産党「日本・ベトナム 16～20 安倍首相「欧州訪問及び

14全国総決起集会」（千葉） 捉島周辺でミサイル射撃訓練を 両共産党第８回理論交流会議」 第12回ＡＳＥＭ首脳会合出席」

実施することを日本政府に通告 （ベトナム） に伴う警護（スペイン・フラン

18 不退去罪で中核派（党中央）系 17 中国公船４隻が、尖閣諸島周 ス・ベルギー）

全学連活動家１人を逮捕（京都） 辺の領海に侵入

19 「安倍９条改憲ＮＯ！辺野古

21 革マル派「10･21労動者･学生 新基地建設は断念を！安倍政権

統一行動」（大阪、福岡） 退陣！10.19国会議員会館前行

動」（東京）

21 中核派（党中央）系「国際反

戦デー全国一斉行動」(24都府県) 22 韓国の超党派の国会議員団13 23 共産党「全国青年・学生部長 23～28 秋篠宮妃殿下｢オランダ｣

人が竹島に上陸 会議」（東京） 御旅行に伴う警衛

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） 25～27 安倍首相「中国」訪問に

伴う警護

22～23 極左各派「「明治150年

式典」粉砕闘争」（東京） 27 「伊方原発再稼働反対！ゲー 27～28 右翼団体「竹島奪還の日」

ト前集会」（愛媛） をめぐり「竹島返還」等を主張

27 中核派（党中央）系「10･31 する街宣等（16都道府県）

狭山集会」（東京） 27 「横田基地にオスプレイはい

らない10.27東京大集会｣(東京) 27～29 天皇皇后両陛下「第38回

30 韓国大法院は、「徴用工とし 全国豊かな海づくり大会」御臨

28 革マル派「10･28労動者･学生 て強制的に働かされた」と主張 28 共産党「JCPサポーターまつ 席等に伴う警衛（高知）

統一行動」（４都道県） する韓国人４人が新日鉄住金に り」（東京）

対して損害賠償を求めた訴訟の 28 安倍首相「山梨県」訪問に伴

差戻し上告審で、同社の上告を う警護

棄却。その結果、新日鉄住金に

対して合計４億ウォンの支払を

命じた高裁判決が確定

30 東京高等裁判所は、朝鮮学校

が高校授業料無償化制度の適用

対象から除外されたことをめぐ

り、朝鮮学校の元生徒が国に損

害賠償を求めた訴訟の控訴審で、

原告の請求を棄却した東京地方

裁判所判決を支持

31 中核派（党中央）系「10･31 31 北方領土における共同経済活 31 皇太子殿下「私的御研究」に

狭山集会」（大阪、広島） 動の具体化を進める日露両政府 伴う警衛（京都）

の外務次官級協議がモスクワで

開催
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国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ 米国のトランプ大統領と中国の習近平国家主席は電話会談を行い、

11月末にアルゼンチンで開催されるＧ20首脳会議に合わせて米中首

脳会談を行う意向を確認

１ 韓国及び北朝鮮は、９月の南北首脳会談を契機に採択された「板

門店宣言軍事分野履行合意書」に基づく措置として、軍事境界線付

近での敵対行為を全面的に停止

１ 米国司法省は、米国の半導体メーカーから企業秘密を窃取したと

して、中国の福建省晋華集成電路（ＪＨＩＣＣ）及び台湾の聯華電

子（ＵＭＣ）を起訴したと発表

４～５ 北朝鮮の朝鮮中央放送によると、キューバのミゲル・マリオ・

ディアスカネル・ベルムデス国家評議会議長が、北朝鮮の金正恩朝

鮮労働党委員長と平壌で会談し、両国の党活動、社会主義国家建設、

朝鮮半島情勢等について意見交換を実施

５ 韓国国防省は、米韓海兵隊連合訓練（ＫＭＥＰ）を約６か月ぶり

に再開したと発表

５ 習近平国家主席は、中国・上海で開催された第１回中国国際輸入

博覧会の開幕式で、今後15年間の物品・サービスの輸入額が合計40

兆ドルを超える見通しであることを表明

７ 原子力規制委員会は、運転40年の期限を迎える日本原子力発電東

８ 香港政府は、英国の経済紙フィナンシャル・タイムズの記者の入 海第二発電所について、最大20年の運転延長を認可

境を拒否

８ ミャンマー政府は、中国が提唱する巨大経済圏構想「一帯一路」

の一環で計画されているミャンマー・ラカイン州の港湾開発につい

て、事業規模を当初の計画から大幅に縮小することで中国側と合意

９ 米中の閣僚級による外交・安全保障対話が、米国・ワシントンで

開催。両国は南シナ海問題、台湾問題等で譲歩せず、対立が鮮明化

11 ウクライナ東部のドネツク、ルガンスク両州の一部を実効支配す

る親露派武装集団は、首長や議員を選任する独自の選挙を実施

12 米国の戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は、北朝鮮の非公表のミ

サイル関連施設13か所を特定したとする報告書を発表

14 安倍晋三首相は、ロシアのプーチン大統領とシンガポールで会談。

両首脳は、日ソ共同宣言を基礎に平和条約交渉を加速させることで

合意

14 日中韓、インド、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）など16か国

による東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）の首脳会合がシン

ガポールで開催され、2019年中の妥結を目指す方針を確認

14 中国・広東省で、科学技術産業見本市「第20回中国国際ハイテク

成果交易会｣が開幕 15 高松高等裁判所は、住民が申し立てた四国電力伊方発電所３号機

の運転差止めを求める仮処分申請の即時抗告審で、申立てを退けた

16 我が国及び欧州連合が共同提出した北朝鮮人権状況決議が、国連 松山地方裁判所決定を支持し、申立てを棄却

総会第３委員会において採択

16 習近平国家主席は、パプアニューギニアで南太平洋諸島８か国の

首脳と会談し、経済協力を通じて南太平洋地域への関与を強める方

針を表明

16 朝鮮中央放送は、金正恩朝鮮労働党委員長が国防科学院試験場を

訪れ、新たに開発された先端戦術兵器の試験を指導し、試験は成功

裏に実施されたと報道

17～18 日本、米国、中国をはじめとする21か国・地域が参加するア

ジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が、パプアニューギ

ニアで開催。米国と中国が通商政策をめぐって対立し、首脳宣言の

採択を断念

20 習近平国家主席は、フィリピン・マニラでドゥテルテ大統領と会

談し、南シナ海における石油・天然ガスの共同開発に向けて協力を

進めることで合意

21 四国電力伊方発電所３号機の運転差止めを求める仮処分申請につ

22 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の天野之弥事務局長は、北朝鮮が寧 いて、住民側が特別抗告を断念し、住民側の即時抗告を棄却した高

辺の核施設で継続的に活動していることを確認したと報告 松高等裁判所の決定が確定

23 パキスタン・カラチで、武装集団が中国総領事館を襲撃し、警察

官ら４人が死亡

24 台湾の統一地方選挙で与党・民進党が大敗し、蔡英文総統は党主

席辞任を表明

24 韓国大統領府は、北朝鮮との鉄道連結に向けて北朝鮮側で行う共

同調査について、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会が制裁の

例外措置とすることを認めたと発表

25 ロシア連邦保安庁（ＦＳＢ）によると、ロシアの沿岸警備艇がク

リミア半島周辺海域でウクライナ海軍の艦艇に発砲し、３隻を拿捕
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２ エジプト・ミニヤ県で、武装

グループが聖サムエル修道院に ３ 「止めよう！改憲発議－この

４ 中核派（党中央）系「11･４ 向かうコプト教徒を乗せたバス 憲法で未来をつくる11･３国会

全国労働者総決起集会｣ (東京) を襲撃し、７人が死亡、19人が 前大行動－」（東京）

４ 建造物侵入罪で中核派（党中 負傷

央）系全学連活動家２人を逮捕

（警視庁） ７ タジキスタン・ホジャンドの ７～８ 皇太子殿下「第21回全国

刑務所で、ISILメンバーとされ 農業担い手サミットinやまがた｣

る受刑者による暴動事件が発生 御臨席等に伴う警衛（山形）

し、27人が死亡

９ ソマリア・モガディシュで、 ９ 共産党「全国都道府県機関紙

４回の自動車爆弾によるテロが 部長会議」（東京）

発生し、53人が死亡、100人以

上が負傷

９ 豪州・メルボルンで、男が刃

物で通行人を襲撃し、１人が死

亡、２人が負傷

11 中国公船４隻が、尖閣諸島周 11 「1111原発ゼロ☆国会前集会」

辺の領海に侵入 （東京）

14 安倍首相は、シンガポールで 14～18 安倍首相「ＡＳＥＡＮ関

開催された日本とＡＳＥＡＮ諸 19 共産党・志位和夫委員長が、 連首脳会議出席、豪州訪問及び

国との首脳会議で、中国の海洋 ベトナムのブー・ホン・ナム駐 ＡＰＥＣ首脳会議出席に伴う警

進出を念頭に、「南シナ海にお 日大使と懇談（東京） 護（シンガポール・豪州・パプ

ける一方的な現状変更の試みに、 19 「安倍９条改憲ＮＯ！辺野古 アニューギニア）

深刻な懸念を共有する」旨表明 新基地建設は断念を！安倍政権

20 建造物侵入罪で中核派（党中 退陣！11.19国会議員会館前行 15 天皇皇后両陛下「北海道胆振

央）系全学連活動家３人を逮捕 21 韓国女性家族部は、2015年12 動｣（東京） 東部地震による被災地御見舞」

（京都） 月の慰安婦問題に関する日韓合 に伴う警衛（北海道）

意に基づき設立された「和解・ 21 生コン労組執行委員長ら４人

癒やし財団」の解散手続に入る を、複数の生コン関連会社に対 17～18 皇太子同妃両殿下「第42

と発表 する威力業務妨害罪で逮捕 回全国育樹祭」御臨場に伴う警

（これに関連して、９月18日に 衛（東京）

23 アフガニスタン・ホースト県 は、同労組副執行委員長ら16人

の国軍基地内で、自爆テロが発 を強要未遂・威力業務妨害罪で 18～22 「公実賓」ブルキナファ

生し、27人が死亡、57人以上が 逮捕。10月９日には、８人を威 ソ大統領夫妻来日に伴う警護

負傷 力業務妨害・暴行罪で逮捕。 （東京・京都・大阪）

23 パキスタン・ハイバル・パフ (副執行委員長ら５人は再逮捕)）

トゥンハー州の市場で、自爆テ （大阪）

ロが発生し、31人が死亡、55人

が負傷 23～25 民青同｢第42回全国大会｣

（静岡） 24 安倍首相「福島県」訪問に伴

25 中核派（党中央）系「星野文 う警護

昭さん絶対解放！11･25全国集 26 韓国の超党派の国会議員団８ 26 「「集団的自衛権付き」自衛

会in高松」（香川） 人が竹島に上陸 隊の憲法明記を許さない！11.26

26 防衛省は、中国軍の情報収集 オール埼玉総行動」（埼玉）

機１機が対馬と韓国の間の海上

を飛行し、防空識別圏に侵入し

たことから、航空自衛隊の戦闘

機を緊急発進させたと発表

27 日本政府は、韓国の海洋調査 27～28 天皇皇后両陛下の「静岡

船が11月24日から26日にかけて 県」行幸啓に伴う警衛（静岡）

竹島周辺の領海に侵入したこと

を受けて、外交ルートを通じて

韓国側に抗議したと発表

27～30 北朝鮮の金日国体育相は、

都内で開催される各国オリンピ

ック委員会連合（ＡＮＯＣ）総

会に出席するため来日

29 韓国大法院は、「徴用工とし 29～12/4 安倍首相「Ｇ20ブエノ

て強制的に働かされた」と主張 スアイレス・サミット」出席等

する韓国人５人と、「女子勤労 に伴う警護（アルゼンチン、ウ

挺身隊として強制的に働かされ ルグアイ、パラグアイ）

た」と主張する韓国人５人が、

それぞれ三菱重工業に対して損

害賠償を求めた訴訟の上告審で、

同社の上告をいずれも棄却。そ

の結果、一人当たり8,000万ウ

ォンから１億5,000万ウォンの

支払を命じた高裁判決が確定
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国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ 米国のトランプ大統領と中国の習近平国家主席は、アルゼンチン・

ブエノスアイレスで会談し、米国が対中制裁関税の引上げを当面の

間見送り、90日間の期限を設けて交渉することで合意

１ 韓国軍合同参謀本部は、南北の軍事境界線を越えて韓国側に入っ

た北朝鮮の兵士１人を保護したと発表

３ 朝鮮中央放送は、北朝鮮の李容浩外相が11月29日から12月２日ま

でベトナムを訪問し、グエン・スアン・フック首相を表敬訪問した

ほか、ファム・ビン・ミン副首相兼外相と会談を行ったと報道

３ ロシアのタス通信は、ロシア警備艇によるウクライナ艦艇の拿捕

をめぐり、ロシア当局が乗組員24人全員を訴追したと報道

４ 米国のポンペオ国務長官は、ロシアに対し、60日以内に再び米露

間の中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約を遵守しなければ、米国は義

務の履行を停止すると通告

５ カナダ司法省は、米国の要請を受け、中国の通信機器大手「華為 ５ 福岡高等裁判所那覇支部は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移

技術（ファーウェイ）」の孟晩舟副会長を逮捕したと発表 設のための埋立て工事をめぐり、国による岩礁破砕等行為の差止め

８ 中国国営「新華社通信」は、中国が、世界初となる月の裏側への を求める沖縄県の訴えを棄却

着陸を目指す無人探査機「嫦娥４号」を搭載したロケット「長征３

号」の打ち上げに成功したと報道 ８ 外国人の受入れ制度の拡充等を内容とする「出入国管理及び難民

８ 朝鮮中央放送は、李容浩外相が７日、中国・北京で習近平国家主 認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」が、自民党、公

席と会見し、王毅国務委員兼外相とも会談したと報道 明党、日本維新の会及び無所属クラブの賛成多数で可決され成立

11 ドイツ紙ビルトは、ロシアのプーチン大統領の旧東ドイツ秘密警

察「シュタージ」用身分証がドイツで発見されたと報道

11 米国紙ニューヨークタイムズは、米国のマリオット・インターナ

ショナルから最大約５億人分の顧客情報が盗まれたサイバー攻撃に

ついて、中国による情報収集の一環であったと報道

13 中国外交部の陸慷報道局長は、中国当局が、カナダ人の企業家ら

２人の身柄を拘束していると発表

14 中国政府は、2019年１月１日から同年３月31日までの間、米国か 14 沖縄防衛局は、名護市辺野古の埋立予定区域に埋立用資材の投入

ら輸入する自動車に対する関税を40％から15％に引き下げると発表 を開始

15 「アジア・ニュース」は、中国政府とバチカンが、それぞれ異な

る司教を任命して競合していた中国国内の教区について、バチカン 15 拉致問題を含む北朝鮮人権状況の改善に向けた北朝鮮の具体的な

が譲歩する形で司教を一本化したことが判明したと15日までに報道 行動を引き出すための国際連携の在り方について議論する政府主催

15 ウクライナのキリスト教正教会の聖職者は、分裂していた教会の の国際シンポジウムが、東京都千代田区で開催

統一を決定

16 ロシア極東沿海地方で行われた知事選で、プーチン大統領が支持

するコジェミャコ知事代行が当選

17 朝鮮中央放送は、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が、故・金正

日総書記の逝去から７年を迎えるに当たって平壌の錦繍山太陽宮殿

を訪れ、「一歩の譲歩もなく、将軍（故・金正日総書記）の構想と

念願を最後まで実現するために力強く戦っていこう」と訴えた旨報道

18 我が国及び欧州連合が共同提出した北朝鮮人権状況決議が、国連

総会本会議において採択

19 トランプ大統領は、シリアにおけるＩＳＩＬの掃討作戦を完了し

たとして、シリアに駐留する米軍の全面撤退を表明

19 米国財務省は、2016年の米国大統領選挙への干渉等に関与したと

して、ロシア軍参謀本部情報総局（ＧＲＵ）の関係者15人、関連４

団体等を制裁対象に追加

19 カナダ外務省は、新たにカナダ人１人が中国当局に拘束されたと

発表。華為技術（ファーウェイ）の副会長がカナダで拘束されて以

降、中国で拘束されたカナダ人は３人目

20 米国司法省は、米国の政府機関、軍、軍関連企業等から機密情報

を窃取したとして、中国人ハッカー２人を起訴したと発表。英国、

米国、日本等は、この攻撃を非難する声明を発表

23 中国は、外国企業の技術を中国側に強制移転させることを禁止す

る「外商投資法」の立法作業に着手

26 ウクライナのポロシェンコ大統領は、ロシアによるウクライナ艦

艇の拿捕をめぐり、ロシアとの隣接地域における戒厳令の解除を宣言

26 韓国と北朝鮮は、北朝鮮の鉄道を近代化して韓国の鉄道と連結す

る事業の着工式を、北朝鮮の板門駅で開催

27 中国は、中国版全地球測位システム(ＧＰＳ)｢北斗｣の運用開始を発表

28 ロシア連邦保安庁（ＦＳＢ）は、クリミア半島とウクライナ本土

を隔てる全長約60キロメートル・高さ約２メートルの「国境」フェ

ンスを完成させたと発表

29 中国遼寧省高級人民法院（高裁）は、麻薬密輸罪に問われたカナ

ダ人男性の上訴審初公判で、１審判決が不当に軽いとする検察側の

主張を認め、審理を差戻し

29 金正恩朝鮮労働党委員長の朝鮮人民軍最高司令官推戴７周年慶祝

中央報告大会が平壌で開催

31 ロシアのタス通信は、ロシア連邦保安庁が米国人の男をスパイ容

疑で拘束したと報道
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極 左 暴 力 集 団 外 事 ・ 国 際 テ ロ 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

１ 日露首脳会談がアルゼンチン・

２ 革労協主流派「反安保労研全 ブエノスアイレスで開催 ３ 共産党・志位和夫委員長が、

国研究交流集会」（千葉） ６ ロシアのメディアは、ロシア 南アフリカ共和国のトゥラニ・

が北方領土を含む千島列島に複 ロモ駐日大使と会談（東京）

数の新たなレーダー基地を設置

したと報道 ６～８ 共産党「地区委員長研修

７ 上海市の第１中級人民法院（地裁) 会」（静岡）

は、2015年６月に中国当局に拘

９ 革マル派「12・９革共同政治 束された日本語学校職員の日本 ８ 右翼団体「開戦記念日」をめ

集会」（東京） 人女性に対する公判で、スパイ ぐる街宣等(８都道府県)

罪で懲役６年、財産５万元没収

９ 革労協反主流派「第37回反安 の判決を言渡し

保全国労働者研究交流集会」 10 政府は、各省庁や自衛隊等が使用

（東京） する情報通信機器から、安全保障上

の懸念がある企業の製品を事実上

排除する方針を省庁間で申合せ

10 北京市の第２中級人民法院

（地裁）は、2015年６月に中国

当局に拘束された男性に対する

公判で、スパイ罪で懲役12年、

財産20万元没収の判決を言渡し

11 フランス・ストラスブールの

クリスマスマーケットで、男が

銃及び刃物を使用して通行人を

襲撃し、５人が死亡、11人が負傷

12 警視庁は、正当な理由なく靖国 12～15 秋篠宮同妃両殿下の「タ

神社の敷地内に立ち入ったとして、 イ」御旅行に伴う警衛

中国国籍の男を逮捕したと発表

13 香港紙「信報」は、中国海警 13～14 志位委員長を含む日韓議

局のトップに、海軍の王仲才少 員連盟代表団が訪韓し、14日、

将が就任したと報道 日韓・韓日議員連盟第41回合同

13 韓国軍は､同日から２日間､竹島 総会に参加。同日、韓国の文在

周辺で軍事訓練を実施すると発表 寅大統領と会談（韓国）

14 超党派日韓議員連盟の額賀福

志郎会長らが、韓国大統領府で

文在寅大統領と会談

15 北方領土の日本への引渡しに

反対する集会が、ロシア・ユジ

ノサハリンスクで開催

17 ロシアのラヴロフ外相は、日 17～21 志位委員長がベトナム共

18 公務執行妨害罪で中核派（党 本における米軍駐留はロシアの 産党中央委員会の招待でベトナ

中央）系全学連活動家１人を逮 安全保障上の深刻な脅威と主張 ムを訪問し、グエン・フー・チ

捕（京都） 18 日露の貿易経済政府間委員会 ョン同党書記長・国家主席等と

が都内で開催 会談。（ベトナム）

18 政府は、ロシア軍が北方領土

の択捉島及び国後島に兵士用宿 19 共産党「党本部部長会議」

舎を建設すると発表したことを （東京）

受け、ロシア側に抗議

20 「徴用工として強制的に働か 19 「安倍９条改憲ＮＯ！辺野古

された」旨主張する韓国人やそ 新基地建設は断念を！安倍政

の遺族ら計1,103人が、韓国政 権退陣！12.19国会議員会館前

府に対し、一人当たり１億ウォ 行動」（東京）

ンの賠償を求めて提訴

21 岩屋毅防衛相は、海上自衛隊

23 極左各派「天皇誕生日反対闘争」 のＰ１哨戒機が20日、韓国海軍 23 右翼団体「天皇誕生日」をめ

（６都府県） の駆逐艦から火器管制レーダー ぐる一般参賀、奉祝街宣、参拝

を照射されたと発表 等(33都道府県)

26 ロシア軍は、北方領土の択捉

島及び国後島の兵士用宿舎４棟

に計188世帯が入居したと発表 28～１/２ オウム真理教上祐派が、

28 海上自衛隊のＰ１哨戒機が韓 南烏山施設及び福岡福津施設に

国海軍の駆逐艦から火器管制レー おいて集中セミナー（前半）を

ダーを照射された問題で、防衛 開催

省は、Ｐ１哨戒機が撮影した当

時の映像を公開 29～１/２ オウム真理教主流派が、

31 韓国大法院が新日鉄住金に対 札幌白石施設及び八潮大瀬施設

し、初めて旧朝鮮半島出身労働者 において集中セミナー（前半)

らへの賠償を命じた10月の判決 を開催

をめぐり、原告側は、韓国国内の

同社の資産に対する差押えを申請


