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月平成30年12

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 設のための埋立工事をめぐり、国による岩礁破砕等行為の差止めを

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 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、平成31年（2019年）１月１日から同年３月31日までの間、 14 沖縄防衛局は、名護市辺野古の埋立予定区域で埋立てを開始

米国か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

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 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

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 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

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 の国際シンポジウムが、東京都千代田区で開催

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

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（ＥＵ）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 19 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工

たとして、シリアに駐留する米軍の全面撤退を表明 事をめぐり、国による岩礁破砕等行為の差止め請求を棄却した福岡

19 米国財務省は、平成28年（2016年）の米国大統領選挙への干渉等 高等裁判所那覇支部判決を不服として、最高裁に上告

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



平成30年 月12

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

１ 日露首脳会談がブエノスアイ

レスで開催 ２ 革労協主流派「反安保労研全 ３ 共産党・志位和夫委員長が、

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

北方領土を含む千島列島に複数の ロモ駐日大使と会談（東京）

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、平成27年(2015年)６月に中

国当局に拘束された日本語学校 ８ 右翼団体「開戦記念日」をめ

職員の日本人女性に対する公判 ぐる街宣等(８都道府県)

で、スパイ罪で懲役６年、財産 ９ 革マル派「12・９革共同政治

５万元没収の判決を言渡し 集会」（東京）

10 政府は、各省庁や自衛隊等が使用 ９ 革労協反主流派「第37回反安

する情報通信機器から、安全保障上 保全国労働者研究交流集会」

の懸念がある企業の製品を事実上 （東京）

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、平成27年(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

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

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

18 日露の貿易経済政府間委員会 18 公務執行妨害罪で中核派（党 ョン同党書記長・国家主席等と

が都内で開催 中央）系全学連活動家１人を逮 会談。（ベトナム）

18 政府は、ロシア軍が北方領土 捕（京都）

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

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

の駆逐艦から火器管制レーダー 対する集会等（６都府県） ぐる一般参賀、奉祝街宣、神社

を照射されたと発表 参拝等(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 海上自衛隊のＰ１哨戒機が韓

国海軍の駆逐艦から火器管制レー 28～１/２ オウム真理教上祐派が、

ダーを照射された問題で、防衛 南烏山施設等２都県２か所にお

省は、Ｐ１哨戒機が撮影した当 いて集中セミナー（前半）を開

時の映像を公開 12/28～１/４ 革労協反主流派 催

31 韓国大法院が新日鉄住金に対 ｢越年・越冬闘争｣(４都府県)

し、初めて旧朝鮮半島出身労働者 29～１/２ オウム真理教主流派が、

らへの賠償を命じた10月の判決 12/31～１/２ 革労協主流派｢第 八潮大瀬施設等２道県２か所に

をめぐり、原告側は、韓国国内の 34回福岡日雇い越年越冬団結ま おいて集中セミナー（前半)を

同社の資産に対する差押えを申請 つり｣(福岡) 開催



平成31年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、「自力更生の旗を高く掲げ、社会主義建設の新たな進撃路

を開こう！」とのスローガンを提示。また、「いつでも再び米国大

統領と対座する準備ができて」いるとした上で、米国が北朝鮮に対

する「制裁と圧迫へと乗り出す」なら、「朝鮮半島の平和と安定を

成し遂げるための新たな道を模索せざるを得なくなる」などと発言

３ 複数の韓国メディアは、北朝鮮のチョ・ソンギル駐イタリア大使 ３ 熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県和水町におい

代理が、平成30年（2018年）11月の初めに公館を離れ、第三国への て震度６弱を観測

亡命をイタリア政府に要請している旨報道

３ カナダ外務省は、平成30年（2018年）12月に中国の通信機器大手・

華為技術（ファーウェイ）の孟晩舟副会長が逮捕されて以降、中国

で拘束されたカナダ人は13人に上っていると発表

３ 米国国務省は、中国に渡航する米国民向けの安全情報を更新し、

少数民族への弾圧や人権侵害に批判が高まっている新疆ウイグル自

治区やチベット自治区を挙げ、セキュリティ検査や外出禁止を要求

されるおそれがある旨注意喚起

６ キリスト教・東方正教会の権威であるコンスタンティノープル総

主教庁は、ウクライナ正教会に主権を付与し、独立を正式に承認

７～10 北朝鮮の朝鮮中央放送等によれば、金正恩朝鮮労働党委員長

は中国を訪問し、８日に中国の習近平総書記と首脳会談を実施。習

近平総書記は同会談で、「朝鮮側が主張する原則的な諸問題は当然

の要求であり、朝鮮側の合理的な関心事項が当然解決されるべき」

だとした上で、「関係各方面がそれを重視して妥当に問題を処理す

ることが正しい選択だ」と言及。また、中国外務省の報道官は、８

日、２回目の米朝首脳会談の実現を後押しする考えを表明

８ 米国のニューヨーク連邦地検は、ロシア政府関係者らによる資金

洗浄をめぐる米国における裁判で不正行為をしたとして、ロシア人

弁護士を司法妨害の罪で訴追したと発表

11 ポーランド情報当局は、同国に対するスパイ活動を行っていた疑

いで、中国人とポーランド人それぞれ１人を逮捕したと発表

18 米国のトランプ大統領は、ホワイトハウスで北朝鮮の金英哲朝鮮

労働党副委員長と会談し、２月下旬に２回目の米朝首脳会談を開催

することで合意

21 欧州連合（ＥＵ）は、平成30年（2018年）３月に発生した英国に

おける元ロシア情報機関員襲撃事件をめぐり、ロシア軍参謀本部情

報総局（ＧＲＵ）の幹部ら４人に対する制裁の発動を決定

23 ロシアのプーチン大統領は、トルコのエルドアン大統領とロシア・

モスクワで会談し、米軍撤退後の不安定化が懸念されるシリア情勢

に関して緊密に協力していくことを確認

24 ロシア大統領府は、プーチン大統領がベネズエラのマドゥロ大統

領と電話会談を行い、マドゥロ大統領への支持を表明したと発表

24 中国外務省は、国家の安全に危害を与えた疑いで、北京市の国家

安全局が中国出身のオーストラリア人作家を拘束していると発表

26 熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県和水町におい

て震度５弱を観測

27 米国財務省は、アルミ大手ルサール社等ロシアの３企業を経済制

裁の対象から外すと発表

28 米国司法省は、イランとの違法な金融取引、米国企業からの技術

情報の窃取等の罪状で、華為技術の孟晩舟副会長、同社及びその関

連会社３社を起訴したと発表

31 米国及びロシアは、中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約をめぐり、

中国・北京で次官級協議を行ったが、協議は決裂



平成31年１月

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

３ 韓国大法院が新日鉄住金に対し

旧朝鮮半島出身労働者らへの賠償

を命じた平成30年(2018年)10月の ３～６ オウム真理教主流派が、

判決に関し韓国の地方裁判所は、 八潮大瀬施設等２道県２か所に

原告側が申請した同社の韓国国内 おいて集中セミナー(後半)を開催

の資産差押えを認めることを決定

４ 海上自衛隊の哨戒機が韓国海軍 ４ 共産党｢党旗びらき｣(東京) ４ 安倍首相｢伊勢神宮｣参拝に伴

の駆逐艦から火器管制レーダー う警護(三重・愛知)

を照射された問題で、韓国国防

部は、日本の主張に反論する内

容の映像を公開

５ 中国公船４隻が、尖閣諸島周

辺の領海に侵入

７ 中国共産党機関紙｢人民日報｣

系の｢環球時報｣(英語版)は、

中国でイスラム教の｢中国化｣を進

める５カ年計画が実施されると報道

９ ロシアのモルグロフ外務次官 ９～11 安倍首相｢オランダ及び

は、日本の上月豊久駐ロシア大 英国｣訪問に伴う警護

使に対し、日露平和条約交渉に

関する安倍晋三首相の発言につ

いて抗議の意思を伝達

10 韓国の文在寅大統領は、記者会

見で、旧朝鮮半島出身労働者訴訟

を念頭に、｢日本の政治指導者たち

が政治争点化し、問題を拡散する

のは賢明な態度ではない｣と批判

12 中国公船４隻が、尖閣諸島周 12～13 オウム真理教上祐派が、

辺の領海に侵入 13 三里塚芝山連合空港反対同盟 豊明施設等２府県２か所におい

14 河野太郎外相は、ロシアのラヴ 北原グループ及び支援極左 て集中セミナー(後半)を開催

ロフ外相とモスクワで会談し、22 ｢2019年新年団結旗開き｣(千葉)

日に日露首脳会談を行うことで合意 13 革労協反主流派｢日雇い労働

15 韓国国防部が2018年版の国防白 者全国総決起集会｣(東京) 15～16 共産党｢全国都道府県委

書を発表。前回版に盛り込んだ 13 中核派(党中央)｢革共同中四国 員長・地区委員長会議｣(東京)

｢北朝鮮政権と北朝鮮軍は我々の 政治集会｣(広島)

敵｣や｢韓日両国は自由民主主義

と市場経済の基本的価値を共有

している｣等の記載は削除

15 菅義偉官房長官は、北方領土

について、ロシアによる不法占

拠が続いているとする日本政府

の立場を改めて主張

15 ケニア・ナイロビで武装グルー

プがホテル等からなる複合施設を

襲撃し、21人が死亡、28人が負傷

16 ラヴロフ外相は記者会見で、

日本に対し、第二次世界大戦の

結果として北方領土がロシアの

領土になったと認めるよう要求

16 シリア・マンビジュで、自爆テロ

が発生し、19人が死亡、18人が負傷

18 中国公船４隻が、尖閣諸島周

辺の領海に侵入 19 ｢安倍９条改憲ＮＯ！辺野古

20 北方領土の日本への引渡しに 20 中核派(党中央)｢革共同沖縄 新基地建設は断念を！安倍政権

反対する集会がモスクワで開催 政治集会｣(沖縄) 退陣！１・19国会議員会館前行

21 韓国女性家族部は、「和解・ 動｣(東京)

癒やし財団」の設立許可を取消し 21～24 安倍首相｢世界経済フォー

22 安倍首相は、プーチン大統領 22 共産党｢11都道府県学生担当 ラム年次総会(ダボス会議)｣出席

とモスクワで会談し、平和条約 者会議｣(東京) 等に伴う警護(ロシア、スイス)

交渉の本格化を確認 21～25 天皇皇后両陛下(現上皇

24 韓国の地方検察庁は、旧朝鮮半 上皇后両陛下)｢葉山御用邸｣御

島出身労働者らの訴訟審理を意図 滞在に伴う警衛(神奈川)

的に遅らせたとして、梁承泰前大法

院長を職権濫用等の疑いで逮捕

27 フィリピン・スールー州ホロ島 27 革マル派「１･27労学統一行

の大聖堂で、２回の自爆テロが発 動｣(３都府県)

生し、23人が死亡、109人が負傷 27 中核派(党中央)系｢星野文昭

30 ロシア国境警備局が、日本海で さん今すぐ解放全国集会｣(東京) 28～30 ｢公実賓｣カタール国首長

操業していた日本漁船「第68西野 来日に伴う警護(東京)

丸｣をロシア・ナホトカ港に連行



２月

国 際 情 勢 国 内 情 勢

２ ロシアのプーチン大統領は、２月１日に米国が離脱を正式に表明

した中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約への参加停止を表明

４ 北朝鮮の朝鮮中央通信のウェブサイトは、朝鮮民主主義人民共和

国赤十字会中央委員会が、遭難した北朝鮮船員らの帰国のため複数

回にわたり人道的な支援を行ったとして日本に謝意を示したとの記

事を掲載

５ 米国のトランプ大統領は一般教書演説で、２回目の米朝首脳会談

を２月27日及び28日にベトナムで行うと発表

６～８ 米国のスティーブン・ビーガン北朝鮮担当特別代表は、北朝

鮮・平壌を訪問し、北朝鮮の金赫哲米国担当特別代表と実務者協議

を実施

10 韓国外交部は、在韓米軍の駐留費の負担割合を定めた特別協定を

米国と妥結し、仮署名を実施。平成31年（2019年）の韓国側の負担

額は、前年比約8.2％増の１兆389億ウォンとなり、特別協定の有効

期間は５年から１年に短縮

13 米国司法省は、米国のインテリジェンス・コミュニティに対す 13 九州電力は、玄海原子力発電所２号機の廃止を決定

るサイバー攻撃に関与したとして、元米国空軍情報員の１人とイラ

ン国籍の４人を起訴したと発表 17 拉致被害者家族会及び救う会は合同会議を開催し、「これ以上待

てない全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ」とする運動方針を

18 欧州連合（ＥＵ）は、平成30年（2018年）11月にロシアがウクラ 決定。加えて、「全拉致被害者の即時一括帰国を決断していただき

イナ艦艇を拿捕し、乗組員を拘束した問題を受け、ロシアに対する たい」とする北朝鮮指導者へのメッセージを採択

追加制裁を実施することで大筋合意 18 国地方係争処理委員会は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設

のための埋立工事をめぐり、国による公有水面埋立承認撤回の執行

20 プーチン大統領は年次教書演説で、米露間のＩＮＦ全廃条約が失 停止決定の違法性を問う沖縄県の申出を却下

効する見通しとなったことを受け、地上発射型の中距離ミサイルが 19 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

欧州に配備された場合、米国を射程に収める兵器を製造・配備せざ 及び救う会が２月17日に決定・採択した運動方針及び北朝鮮指導者

るを得ないなどと述べ、米国をけん制 へのメッセージを手交

20 ロシア国防省は、核を搭載することが可能な無人原子力潜水艇

「ポセイドン」を水中で試験発進させる映像を初公開 21 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

において震度６弱を観測

22 中国国営「新華社通信」は、中国の習近平国家主席が、中国・北

京でサウジアラビアのムハンマド皇太子と会談し、インフラ整備や

貿易投資を推進することで一致したと報道

23～26 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は、ベトナム・ハノイで行

われる第２回米朝首脳会談に臨むため、23日に特別列車で平壌を出

発し、中国経由で26日にハノイに到着

24 平成27年（2015年）２月に暗殺されたロシアの野党指導者ボリス・ 24 沖縄県は、「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県

ネムツォフ元第一副首相を追悼するデモがロシア・モスクワで開催 民投票」を実施

27 スペインのニュースサイト「エル・コンフィデンシャル」は、ス

ペイン・マドリードの在スペイン北朝鮮大使館が２月22日に襲撃さ

れ、大使館員が数時間拘束された上、情報機器が盗まれたと報道

27～28 トランプ大統領と金正恩朝鮮労働党委員長は、ハノイで第２

回米朝首脳会談を行ったが、合意に至らず、昼食会と共同声明の署

名式は急きょ中止。トランプ大統領は、会談後の記者会見で「北朝

鮮は制裁の全面解除を求めたが、我々は受け入れることができなかっ

た」と説明。また、同会談後の日米首脳電話会談において、トラン

プ大統領は、安倍首相に対し、「27日の金正恩朝鮮労働党委員長と

の会談の場で拉致問題を提起し、安倍首相のメッセージを伝えた」

と説明



２月

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

７ 韓国の文喜相国会議長は、米 １～３ 日教組｢第68次教育研究 １～３ 右翼団体｢日教組第68次

国のブルームバーグ通信のインタ 全国集会｣(福岡) 教育研究全国集会｣批判街宣

ビューで、慰安婦問題に関して (福岡)

日本の首相や天皇陛下による謝罪

で問題が解決するとの見解を表明 ４～５ ｢公実賓｣ドイツ連邦共和

７ 日本政府等は、｢北方領土返還 国首相来日に伴う警護(東京)

要求全国大会｣を都内で開催。

大会アピールでは、例年とは異な 10 中核派(党中央)系｢国鉄集会｣ ７ 右翼団体｢北方領土の日｣を

り｢不法占拠｣との文言は不使用 (千葉、沖縄) めぐり北方領土返還等を主張す

11 中国公船４隻が、尖閣諸島周 11 極左各派 ｢建国記念の日｣に る街宣(20都道府県)

辺の領海に侵入 反対する集会等(７都府県)

12 安倍首相は、北方領土問題を ９ 全教｢第36回定期大会｣(東京) ９～10 右翼団体｢全教第36回定

含む日露平和条約締結交渉につ 13 革労協反主流派非公然アジト 期大会｣批判街宣(東京)

いて、国境線の画定をもって平 を摘発(警視庁、埼玉、神奈川)

和条約を締結すると表明 13 爆発物取締罰則違反で革労協 10 右翼団体｢第86回自由民主党

16 河野太郎外相は、ロシアのラ 反主流派非公然幹部活動家１人 大会｣批判街宣(東京)

ヴロフ外相とドイツ・ミュンヘ を逮捕(警視庁、埼玉、神奈川) 11 右翼団体｢建国記念の日｣を

ンで会談。ラヴロフ外相は、会 15～17 中核派(党中央)系｢国鉄 めぐり奉祝街宣、神社参拝、奉

談後、ロシア側からは交渉に期 集会｣(３府県) 祝式典参加(33都道府県)

限を設けない旨主張 17 革マル派｢2･17労働者怒りの

18 ロシアのガルージン駐日大使 総決起集会｣(東京) 13～18 高円宮妃殿下｢英国｣御旅

は都内で講演し、北方領土問題 17 革労協主流派｢革労協中央政 行に伴う警衛

の解決や日露平和条約の締結に 治集会｣(東京)

期限を設けないことは外相会談

で合意している旨指摘

19 菅義偉官房長官は、韓国の海 19 ｢辺野古新基地建設は断念を！

洋調査船が２月15日から断続的 土砂投入即時中止！普天間基地

に竹島周辺の日本の領海を航行 即時返還！安倍９条改憲ＮＯ！

したとして、外交ルートを通じ ２･19国会正門前行動｣(東京)

て韓国側に抗議したと発表

20 プーチン大統領は年次教書演

説で、日露平和条約締結のため

日露双方が受入れ可能な条件を

共同で模索する用意がある旨発言

20 中国公船４隻が、尖閣諸島周

辺の領海に侵入

20 中国の軍事法院は、中国の房

峰輝・前共産党中央軍事委員会

統合参謀部参謀長に対し、贈収

賄や巨額の不正蓄財の罪で無期 21 詐欺罪及び犯罪による収益の

懲役の判決を言渡し 移転防止に関する法律違反で統

22 島根県は、｢竹島の日｣に合わ 一共産同盟活動家３人を逮捕 22 右翼団体｢竹島の日｣をめぐり

せて記念式典を開催し、日本政 (大阪) ｢竹島奪還｣等を主張する街宣等

府を代表して内閣府政務官が出 (17都道府県)

席。これに対し韓国外交部は非

難の声明を発表

24 中国共産党機関紙｢人民日報｣ 24 革労協反主流派｢革労協中央

は、中国共産党と国務院が、中 政治集会｣(東京)

国を令和17年（2035年）に｢教 24 極左各派 ｢天皇陛下御在位三 24 ｢天皇陛下御在位三十年記念

育強国｣にするための新たな指 十年記念式典｣に反対する集会 式典｣警備(東京)

針｢中国教育現代化2035｣を発表 等(東京、大阪)

したと報道 26 右翼団体｢2.26事件｣記念日を

26 中国公船４隻が、尖閣諸島周 めぐり慰霊祭等(５都県)

辺の領海に侵入

26 ロシアのイワノフ大統領特別代

表らロシア政府高官が、北方領土

の色丹島を訪問し、サハリンと

択捉、国後、色丹各島を結ぶ光

ファイバー回線の開通式典に出席

27 菅官房長官は、ロシア政府高

官による色丹島訪問についてロ

シア側に抗議したことを表明 28 平成27年にオウム真理教上祐

28 ロシア紙｢イズベスチヤ｣は、 派が提起した国を被告とする観

ロシア極東・北極圏発展省が、 察処分取消請求訴訟に関する控

クリル諸島(北方領土と千島列 訴審で、東京高等裁判所は、

島)に新たな経済特区を設ける ｢ひかりの輪｣を対象とする部分

開発計画を準備していると報道 を取り消す旨の第一審判決を取

28 ソマリア・モガディシュで自 り消し、同派の請求を棄却

動車爆弾による自爆テロ等が発 28～３/３ 共産党｢学生党員特別

生し、30人が死亡、80人が負傷 講座｣(静岡)



３月

国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ カナダ司法省は、華為技術（ファーウェイ）の孟晩舟副会長につ １ 防衛省は、沖縄県石垣市への陸上自衛隊配備をめぐり、駐屯地建

いて、米国への引渡しに向けた審理に入ると発表 設工事に着手

１ 北朝鮮の李容浩外相は、ベトナム・ハノイで異例の記者会見を実

施。同会見で李容浩外相は、北朝鮮が求めたのは「全面的な制裁解

除ではなく一部の解除」であり、制裁の解除に応じて寧辺の全ての

核関連施設を永久的に廃棄することを提案したと主張し、米国側の

説明に反論。また、こうした北朝鮮の立場は今後も変わらない旨強調

１ 韓国の文在寅大統領は、「３・１独立運動」から100周年を迎え

韓国・ソウルの光化門広場で行われた式典で演説し、「親日残滓の

清算は長らく先送りにされてきた宿題だ」とした上で、「親日残滓

の清算も外交も未来志向的でなければならない」と主張

１ マレーシアで殺害された北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の異母

兄・金正男氏の息子である金ハンソル氏らを救援したとする「千里

馬民防衛」が、「臨時政府」の発足を表明。併せて、団体名を「自由

朝鮮」と改称し、北朝鮮人民を代表する単一で正当な組織だと主張

２ 米国のシャナハン国防長官代行と韓国の鄭景斗国防部長官は電話

協議を行い、大規模な米韓合同軍事演習である「フォール・イーグ

ル」及び「キー・リゾルブ」の終了を確認

３ 華為技術の孟晩舟副会長の弁護人は、同副会長が逮捕前に不当な

尋問を受けたのは憲法上の権利の侵害に当たるとして、カナダ政府

等に対して損害賠償を求める訴えを起こしたことを表明

４ ロシアのプーチン大統領は、米国との中距離核戦力（ＩＮＦ）全

廃条約の義務履行を停止する大統領令に署名 ６ 安倍晋三首相は、拉致被害者家族等と面会し、２月の第２回米朝

７ 華為技術は、米国政府機関に同社製品の調達を禁止した米国の国 首脳会談の結果について、その直後に行われた日米電話首脳会談に

防権限法は憲法違反だとして、米国政府を提訴したと発表 おいて米国のトランプ大統領から説明を受けた内容等を報告

７ 韓国国防部は、毎年夏行ってきた米韓合同軍事演習「乙支フリー

ダム・ガーディアン」を終了する方針を表明

８ 米国国防総省のサマーズ報道官代行は、トルコがロシア製の地対

空ミサイル「Ｓ400」を導入した場合、最新鋭ステルス戦闘機Ｆ35

を売却しない方針を表明

10 ロシア政府によるインターネット規制の強化に抗議するデモがロ

シア・モスクワ等で実施

11 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

された事件で実行犯として殺人罪に問われた女２人の公判が、マレー

シア・クアラルンプール近郊の高等裁判所で開催。検察は、２人の

うちインドネシア人の被告の起訴を取り下げ、同被告は釈放

12 北朝鮮の朝鮮中央放送は、３月10日に行われた最高人民会議第14

期代議員選挙の結果を報道。当選者の中に金正恩朝鮮労働党委員長

の名前は含まれていないことが判明

15 米国財務省は、ロシアによるウクライナ艦艇の拿捕やクリミア 15 山口地方裁判所岩国支部は、山口県の住民が四国電力伊方発電所

｢併合｣に関与したとして、ロシアの治安当局者ら６人及び防衛企業 ３号機の運転差止めを求めた仮処分の申立てを却下

等８団体を制裁対象に指定したと発表

18 プーチン大統領は、クリミア｢併合｣から５年を迎えることを受け、

現地を訪問し記念行事に出席

18 プーチン大統領は、議会両院が可決したインターネット上のフェ

イクニュースを禁止する法案に署名し、法律は成立

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、新たに中国の海運会社２団体を制裁対象に指定

22 米国のモラー特別検察官は、平成28年（2016年）の米国大統領選 22 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工

挙にロシアが介入したとされるいわゆるロシア疑惑に関する捜査報 事をめぐり、地方自治法に基づき、国による公有水面埋立承認撤回

告書を米国のバー司法長官に提出 の執行停止決定の取消しを求め、福岡高等裁判所那覇支部に提訴

22 中国の習近平国家主席とイタリアのマッタレッラ大統領は、イタリア

・ローマで会談し、「一帯一路」の推進に関して協力することを確認

23 習近平国家主席とイタリアのコンテ首相がローマで会談。イタリ

アは、主要７か国（Ｇ７）で初めて「一帯一路」に関する覚書に署名

24 バー司法長官は、いわゆるロシア疑惑について、ロシアとトラン

プ陣営との共謀は確認されなかったと結論付けた書簡を米国議会・

上下両院の司法委員会に提出

25 習近平国家主席はフランス・パリでフランスのマクロン大統領と怪談 25 沖縄防衛局は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設のための埋

し、中国が航空機大手エアバスの旅客機300機を発注することで合意 立工事をめぐり、平成30年12月に埋立てを開始した区域と隣接した

26 習近平国家主席、マクロン大統領、ドイツのメルケル首相及び欧 予定区域で、埋立てを開始

州連合（ＥＵ）のユンケル欧州委員長による４者会談がパリで実施 26 防衛省は、鹿児島県奄美大島と沖縄県宮古島に陸上自衛隊の駐屯

26 スペインの裁判所は、平成31年（2019年）２月に発生した在スペイン 地を開設

北朝鮮大使館襲撃事件に関して複数の容疑者を国際手配。また、主犯格の

男が米国連邦捜査局（ＦＢＩ）に情報提供を持ち掛けたとの報告書

を発表 28 大阪地方裁判所は、京都府の住民が関西電力大飯発電所３、４号

26 自由朝鮮は、在スペイン北朝鮮大使館襲撃事件に関与したとする 機の運転差止めを求めた仮処分の申立てを却下

声明をウェブサイト上で公開 29 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工

31 北朝鮮の外務省報道官は、在スペイン北朝鮮大使館襲撃事件を「重大 事をめぐり、最高裁判所に上告（Ｈ30.12.19）していた国による岩

なテロ行為」とした上で、「国家主権に対する重大な侵害」だと非難 礁破砕等行為の差止めを求める訴訟を取下げ



３月

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

１ 島根県は、ロシア国境警備局 １ 「＃0301辺野古埋めるな東京

に連行された日本漁船｢第68西 大抗議｣(東京)

野｣が解放されたと発表

１ ｢３・１独立運動｣100周年に

際して、市民が韓国・釜山の

日本国総領事館前に｢労働者像｣

の設置を試みたものの、警察が

阻止 ２～３ 中核派(党中央)系「3･8

国際婦人デー行動｣(５都府県)

５ 免状不実記載罪で中核派(党

中央)系全学連活動家１人を逮 ６ 共産党・志位和夫委員長がロー

捕(広島、富山) ラン・ピック駐日フランス大使 ９ 安倍首相｢岩手県｣訪問に伴う

と懇談(東京) 警護

10 革労協主流派｢反戦・反合・ 10 ｢0310原発ゼロ☆国会前大集

政府打倒春闘集会｣(東京) 会－福島・希望と共に－｣(東京)

11 中核派(党中央)系｢3･11反原発

福島行動19｣(福島)

12 ロシアのインタファクス通信 11 統一共産同盟等｢政府・東電・ 12 志位委員長がラオス人民革命

は、ロシア軍東部軍管区が、北 電力独占の責任を隠ぺいし、原 党のチャンシー・ポーシーカム

方領土の国後・択捉両島で軍事 発を推進する｢皇族出席の追悼 中央組織委員長と会談(東京)

演習を開始したと報道 式典｣・一斉黙祷反対！今こそ 12 平成27年にオウム真理教上祐

14 福岡地方裁判所小倉支部は、 被害者・労働者と連帯し、加害 派が提起した国を被告とする観

朝鮮学校が高校授業料無償化制 責任の追及、原発廃止を！３・ 察処分取消請求訴訟に関し、同

度の適用対象から除外されたこ １１を反原発と責任追及の日 派の請求を棄却した東京高等裁

とをめぐり、九州朝鮮中高級学 に！集会・デモ｣(東京) 判所の判決を不服として、同派

校の卒業生68人が国に約750万 が最高裁判所に上告

円の損害賠償を求めた訴訟で、 13～14 革マル派系全学連｢第141

原告の請求を棄却 回中央委員会｣(東京)

15 ロシアのコメルサント紙は、

プーチン大統領が、日露平和条

約交渉について｢勢いは失われ

た｣との認識を示したと報道

15 ｢女子勤労挺身隊として強制

的に働かされた｣と主張する韓 16 ｢土砂投入を許さない！ジュ

国人らが不二越に対して損害賠 ゴン・サンゴを守り、辺野古新

償を求めている確定判決前の訴 基地建設断念を求める３.16県

訟に関して、原告側によれば、 民大会｣(沖縄)

韓国の蔚山地方裁判所は、原告 17 安倍首相｢防衛大学校卒業式｣

側が申請した韓国国内の同社の 17 ｢3.17憲法が生きる未来を！ 出席に伴う警護(神奈川)

資産の仮差押えを認めることを 福岡県集会｣(福岡)

決定

19 中国公船４隻が、尖閣諸島周

辺の領海に侵入 19 ｢辺野古新基地建設は断念を！

20 ロシアのガルージン駐日大使 政府は沖縄の民意に従え！安倍

は都内で講演し、日本の対露経 21 革労協反主流派｢2019年春闘 ９条改憲ＮＯ！３・19国会議員

済制裁を批判 勝利総決起集会｣(東京) 会館前行動｣(東京)

22 韓国大法院が三菱重工業に対 21 ｢３.21さようなら原発全国集

して旧朝鮮半島出身労働者らへ 会｣(東京)

の賠償を命じた平成30年(2018

年)11月の判決に関して、原告

側の支援団体によれば、韓国の

大田地方裁判所は、原告側が申

請した韓国国内の同社の資産の

差押えを認めることを決定

23 第三管区海上保安本部の航空 23 中核派(党中央)系「3･8国際

機は、沖ノ鳥島沖の日本の排他 婦人デー行動｣(北海道)

的経済水域で、中国の海洋調査

船がロープのようなものを海中

に垂らして航行しているのを発見

23 ソマリア・モガディシュで、 25～28 天皇皇后両陛下(現上皇

武装グループが政府施設を襲撃 上皇后両陛下)｢京都御所茶会御

し、15人が死亡、20人が負傷 臨席及び神武天皇山陵に親謁の

26～28 民青同｢全国高校生集会｣ 儀｣に伴う警衛(京都・奈良)

(山梨) 25～29 皇太子御一家(現天皇御

30 中国公船４隻が、尖閣諸島周 一家)｢長野県｣御滞在に伴う

辺の領海に侵入 31 三里塚芝山連合空港反対同盟 警衛

北原グループ及び支援極左｢3･31

全国総決起集会｣(千葉)



４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の異母兄・金正男氏がマレーシ １ 外国人労働者の受入れを拡大する新制度を盛り込んだ改正出入国

アで殺害された事件で、実行犯として殺人罪に問われたベトナム人 管理及び難民認定法が施行

の被告の公判が、マレーシア・クアラルンプール近郊の高等裁判所

で行われ、検察は殺人罪から危険な凶器を用いた傷害罪へ罪名を変

更し、裁判官は禁錮３年４月の有罪判決を言渡し

１ 米国国防総省は、トルコへの最新鋭ステルス戦闘機Ｆ35の関連機

器の出荷を停止したと発表。出荷停止はトルコがロシア製の地対空

ミサイル「Ｓ400」の導入を見直すまで継続すると説明

４ 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）は、米国・ワシントンで外相理事

会を開催し、中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約にロシアが違反して ５ 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のため

いるとの認識を共有し、対ロシア等で結束する重要性を確認 の埋立工事をめぐり、沖縄県が行った公有水面埋立承認の撤回を取

８ ロシアのプーチン大統領は、トルコのエルドアン大統領とロシア り消し

・モスクワで会談。エルドアン大統領が共同記者会見で「Ｓ400」

の導入について、米国の要求に応じずロシアとの契約を履行する考 ７ 第19回統一地方選挙（前半戦）投票

えを表明

９ 香港の地方裁判所は、平成26年（2014年）の大規模デモ「雨傘運 ９ 航空自衛隊三沢基地所属のＦ35Ａ戦闘機１機が、太平洋上に墜落

動」を提唱し公衆妨害共謀罪等に問われていた大学准教授ら９人に

有罪判決

９ 北朝鮮で朝鮮労働党中央委員会政治局拡大会議が開催

10 北朝鮮で朝鮮労働党中央委員会第７期第４回全員会議が開催

11 北朝鮮で最高人民会議第14期第１回会議（１日目）が開催され、

金正恩朝鮮労働党委員長が国務委員会委員長に推戴（再選）され、

崔竜海を金永南の後任として最高人民会議常任委員長に選出

11 米国のトランプ大統領は、韓国の文在寅大統領とホワイトハウス

で会談し、開城工業団地や金剛山観光の再開について、「今は適切

な時期ではない」と言及

12 金正恩朝鮮労働党委員長は、最高人民会議第14期第１回会議（２

日目）で行った施政演説で、「今年末までは忍耐心を持って米国の

勇断を待つ」と言明

18 米国のバー司法長官は、いわゆるロシア疑惑についての報告書を

公表。公表に先立つ記者会見では、トランプ大統領が司法妨害を犯

したと立証するには証拠が不十分と説明

18 米国連邦捜査局（ＦＢＩ）は、２月に起きたスペインの北朝鮮大

使館襲撃事件に関与したとして、北朝鮮政権打倒を訴える「自由朝

鮮」のメンバー１人を逮捕

21 ウクライナ大統領選挙の決選投票が投開票され、コメディー俳優 21 玉城デニー沖縄県知事の衆議院議員失職に伴う衆議院沖縄３区補

のゼレンスキー氏が、現職のポロシェンコ大統領に勝利 欠選挙で、｢オール沖縄｣の支援を受けた屋良朝博氏（無所属・新）

23 米国司法省は、中国政府の意を受けて米国電機大手ゼネラル・エ が島尻安伊子氏（自民・新）を破り、初当選

レクトリック（ＧＥ）から企業秘密を盗んだとして、同社元社員の 21 第19回統一地方選挙（後半戦）投票

中国系米国人技術者ら２人を産業スパイなどの罪で起訴したと発表 22 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工

23 中国海軍が創設70周年を迎え、国際観艦式を開催。新型の駆逐艦 事をめぐり、国による公有水面埋立承認撤回の取消しの裁決を不服

や原子力潜水艦等を披露 として国地方係争処理委員会へ審査を申出。また、同日、国による

24 香港の地方裁判所は、平成26年（2014年）の大規模デモ「雨傘運 公有水面埋立承認撤回の執行停止決定の取消しを求め、福岡高等裁

動」を提唱し公衆妨害共謀罪等に問われていた大学准教授ら２人に 判所那覇支部に提訴（Ｈ31.3.22）していた訴訟を取下げ

実刑判決

25 プーチン大統領と金正恩朝鮮労働党委員長は、ロシア・ウラジオ

ストクにおいて、北朝鮮が金正恩朝鮮労働党委員長体制になって以

降初の首脳会談を行い、朝鮮半島の平和体制構築について意見交換

し、地域の安定に向けた連携強化で一致

25 中国の巨大経済圏構想「一帯一路」の国際協力フォーラムが中国

・北京で開幕

26 ワシントンの連邦地裁は、平成27年（2015年）頃からロシア高官

の指示で全米ライフル協会幹部らに接近し、平成28年（2016年）の

米国大統領選挙で共和党に影響力を行使しようとしたとして、ロシ

ア人女性に対して禁錮１年６月の有罪判決

26 プーチン大統領は、中国の習近平国家主席と北京で会談し、朝鮮

半島情勢等について意見交換

28 香港中心部で、逃亡犯罪人条例などの改正案に反対するデモ。主

催者発表で13万人（警察発表で約2万8,000人）が参加

30 習近平国家主席は、「五・四運動」100周年記念大会で演説。

「愛国」、「愛党」を強調



４月

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

２ 日中両政府が先端技術の協力や

知的財産の保護を話し合う｢イノ

ベーション協力対話｣を中国・北

京で初開催。日本は知的財産の保

護に向けた取締りの強化等を要請

３ ロシア紙モスコフスキー・コ

ムソモレツは、ロシアのラヴロ

フ外相が日露平和条約交渉につ

いて｢複雑な問題を解決するほ

ど両国の関係が熟したと言うの

は時期尚早｣と発言したと報道

４ 菅義偉官房長官は、ロシア政府

から国後島周辺海域で４日から

12日までの間に射撃訓練を実施

するとの通告を受け、抗議した

と発表

４ ロシア外務省は、北方領土での

射撃訓練に関する在ロシア日本大

使館からの電話での抗議について

｢外交通信の形式に反する｣として

今後は受け付けないとの声明を発表

４ ｢徴用工として強制的に働かさ

れた｣旨主張する韓国人やその

遺族ら計31人が、日本企業４社に

対し損害賠償を求める訴訟を韓国

のソウル中央地方裁判所に提起

８ ロシア紙イズベスチヤは、ロ

シア軍が国後島及び択捉島に無

人偵察機を配備したと報道

９ 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

11 韓国・ソウルで｢大韓民国臨

時政府｣設立100周年の記念式

典が行われ、李洛淵首相が出席

11 世界貿易機関の上級委員会は、

韓国による日本産水産物の輸入禁

止措置を容認する報告書を公表

12 パキスタン・バルチスタン州

の青空市場で、自爆テロが発生 12 天皇皇后両陛下(現上皇上皇

し、20人が死亡、48人が負傷 后両陛下)｢こどもの国｣御訪問

14 北京で日中両政府の関係閣僚 に伴う警衛(神奈川)

による日中ハイレベル経済対話 14 安倍首相｢福島県｣訪問に伴う

を開催。日本側は知的財産権の 警護

保護などについて懸念を表明

15 河野太郎外相は、北京で中国 17～19 天皇皇后両陛下(現上皇

の李克強首相、王毅外相と会談、 15 共産党・志位和夫委員長が、 上皇后両陛下)｢神宮に親謁の儀｣

日中関係を安定的に発展させる 韓国の李洙勲駐日大使と懇談 に伴う警衛(三重)

ことで一致 (東京)

21 スリランカ・コロンボ市内等 18 志位委員長が、中国の程永華 20 安倍首相「大阪府」訪問に伴

の複数のホテルや教会等で連続 21 中核派(党中央)系「尼崎事故 駐日大使と懇談(東京) う警護

爆弾テロが発生し、邦人１人を 14ヵ年弾劾！全国総決起集会｣ 19 ｢辺野古新基地建設は断念を！

含む258人が死亡、邦人４人を （兵庫） 政府は沖縄の民意に従え！安倍 22～29 安倍首相「欧州(フラン

含む約500人が負傷 ９条改憲ＮＯ！憲法審査会始動 ス、イタリア、スロバキア、ベ

24 習近平国家主席は、北京で自 させるな！4･19国会議員会館前 ルギー)及び北米(米国、カナダ)

民党の二階俊博幹事長と会談 行動｣(東京) 訪問｣に伴う警護

26 安倍晋三首相は、日米首脳会談 23 天皇皇后両陛下(現上皇上皇

において、第２回米朝首脳会談 27 中核派(党中央)系｢第28回外 27 ｢第90回メーデー｣(全国) 后両陛下)｢昭和天皇山陵に親謁

の際、トランプ大統領が拉致問 登法・入管法と民族差別を撃つ 27～５/１ オウム真理教主流派が、 の儀｣に伴う警衛(東京)

題を２度にわたり提起したこと 関西交流集会｣(大阪) 八潮大瀬施設等２道県２か所に

に謝意を伝達、引き続き拉致問 27～５/１ 極左各派｢即位後朝見 おいて集中セミナー(前半)を開催 29 右翼団体｢昭和の日｣をめぐり

題の解決に向け緊密に連携して の儀｣等に反対する集会等(８都 27～30 オウム真理教上祐派が、 昭和天皇をしのぶ追悼街宣、神

いくことを確認 道府県) 南烏山施設において集中セミナー 社参拝等(23都道府県)

29 ｢徴用工や女子勤労挺身隊と 28 革労協反主流派｢沖縄人民解 (前半)を開催 30 天皇皇后両陛下(現上皇上皇

して強制的に働かされた｣旨主 放闘争｣(東京、沖縄) 后両陛下)｢退位礼正殿の儀｣に

張する韓国人やその遺族ら計54 29 極左各派｢昭和の日｣に反対す 伴う警備

人が、日本企業９社に対し損害 る集会等(３都府) 30 右翼団体｢退位礼正殿の儀｣を

賠償を求める訴訟を光州地方裁 めぐる奉送迎、神社参拝等(８

判所に提起 都県)
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３ ロシアのプーチン大統領は、米国のトランプ大統領と電話会談し、

８月に失効する見通しの中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約をめぐっ

て、中国も加えた新たな軍縮の枠組みを作る構想等を協議

３ 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で、実行犯として服役していたベトナム人の受

刑者が刑期を終えて釈放され、ベトナムに帰国

４ 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午前９時６分頃から同27分頃に

かけ、東部の江原道元山（ｳｫﾝｻﾝ）付近から東方向に飛翔体を数発

発射し、約70キロメートルから200キロメートル飛行したと発表

５ ロシア・モスクワのシェレメチェボ空港で、アエロフロート・ロ

シア航空の国内線旅客機が緊急着陸し炎上。乗客乗員78人のうち41

人が死亡 ６ 安倍晋三首相は、日米電話首脳会談において、トランプ大統領と

北朝鮮をめぐる最新の情勢について意見交換を行い、その後の記者

９ 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午後４時29分頃と午後４時49分 会見において、「私自身が金正恩委員長と条件をつけず向き合わな

頃、北西部の平安北道亀城（ｸｿﾝ）付近から短距離ミサイルと推定 ければならない」旨を発言

される飛翔体を１発ずつ東方向に発射し、推定飛行距離はそれぞれ

約420キロメートルと約270キロメートルであると発表

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

９ 米国司法省は、米医療保険大手アンセムを標的とした平成27年

（2015年）の顧客情報流出事件で、中国人の男を含むハッカー集団

を起訴したと発表

10 日向灘を震源とする地震が発生し、宮崎県宮崎市、都城市におい

10 米国は、2,000億ドル（約22兆円）相当の中国製品に課す関税を て震度５弱を観測

10％から25％へ引き上げ

14 プーチン大統領とロシアのラヴロフ外相は、米国のポンぺオ国務

長官とロシア・ソチでそれぞれ会談し、両国が関係改善を図ること

で一致。Ｇ20大阪サミットでの首脳会談開催について協議

15 トランプ大統領は、米国の安全保障上の脅威となる企業の通信技

術を米企業が利用することを禁止する大統領令に署名

16 米国商務省は、中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）と

日本法人を含む68の関連会社を、米企業が政府の許可なく製品を輸

出することを禁じるリストに登録したと発表

16 米国財務省は、ロシア政府による人権侵害に関与したとして、６

個人・団体を経済制裁の対象に指定したと発表

18 オーストリアで連立政権を担う自由党党首のシュトラッヘ副首相

が、ロシアの新興財閥関係者からの選挙協力の見返りに公共事業の

発注で便宜を図ろうとした映像が流出したことにより、副首相と自 19 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、

由党党首を辞任することを表明 「全拉致被害者の即時一括帰国を！国民大集会」を開催

20 ロシアのマトビエンコ上院議長の進退に関する記事を執筆したロ

シア紙コメルサントの記者２人が解雇されたことを受け、同紙の政

治部長を含む政治部の全記者11人が辞表を提出

20 米国国土安全保障省は、中国製の小型無人機の使用について、中

国への情報流出のおそれがあると警告

25 国際海洋法裁判所は、平成30年（2018年）11月にロシアの沿岸警 25 千葉県北東部を震源とする地震が発生し、千葉県長南町において

備艇がクリミア半島周辺海域で拿捕したウクライナ海軍の艦艇３隻 震度５弱を観測

の乗組員24人の釈放をロシアに命じる決定。ロシア外務省は同決定

後、「同裁判所には事案に対する管轄権がない」との声明を発表 27 安倍首相は、迎賓館赤坂離宮でトランプ大統領と共に拉致被害者

家族と面会

29 米国のモラー特別検察官はいわゆるロシア疑惑について、一連の

捜査終結を正式に宣言し、特別検察官を辞任すると表明。「捜査報 30 中国の孔鉉佑新駐日大使が着任。「新しい時代にふさわしい関係

告書が全て」として、自ら議会で証言しないとの考えを表明 の構築に全力を尽くす」と決意
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外 事 ・ 国 際 テ ロ 極 左 暴 力 集 団 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

１ 韓国で旧朝鮮半島出身労働者ら １ 極左各派 ｢メーデー｣(４都道 １ ｢第90回メーデー｣(全国) １ 天皇皇后両陛下｢剣璽等承継の

への賠償を命じた訴訟をめぐり、 府県) 儀、即位後朝見の儀｣等に伴う

原告側の代理人は、差し押さえた ５ 中核派(党中央)系｢第30回外 ２～６ オウム真理教主流派が、 警備

日本企業の韓国内資産を売却す 登法・入管法と民族差別を撃つ 八潮大瀬施設等２道県２か所に １ 右翼団体｢剣璽等承継の儀｣等

る命令を出すよう裁判所に申請 全国交流集会｣(神奈川) おいて集中セミナー(後半)を開催 をめぐる奉送迎、奉祝街宣、神

したと発表 ５ 革労協主流派｢三里塚援農交 社参拝等(20都道府県)

10 米国訪問中の菅義偉官房長官 流集会・デモ｣(千葉) ３ ｢2019平和といのちと人権を！

と拉致被害者家族等は、国連本 ７ 建造物侵入罪で中核派(党中 5･3憲法集会－許すな！安倍改

部で開催された拉致問題に関す 央)活動家１人を逮捕(京都) 憲発議－｣(東京)

るシンポジウムに出席、拉致問 ３ ｢生かそう憲法 守ろう９条 ３ 右翼団体｢憲法記念日｣をめぐ

題の一刻も早い解決に向けて国 2019 5･3憲法集会in京都｣(京都) り自主憲法制定を主張する街宣

際社会の理解と協力を呼びかけ ３ ｢輝け憲法！平和といのちと (31都道府県)

10 中国の大連市中級人民法院は、 人権を！5．3おおさか総がかり ４ 天皇皇后両陛下｢御即位一般

平成29年(2017年)５月に拘束さ 集会｣(大阪) 参賀｣に伴う警備

れた日本人男性に対し、スパイ ３ ｢戦争させない、９条壊すな！

罪で懲役５年 5･3兵庫憲法集会｣(兵庫)

６月と財産20万元没収の実刑判決 ４～５、20 オウム真理教上祐派が

10 河野太郎外相は、ラヴロフ外相 豊明施設等２府県２か所におい

とモスクワで会談し、北方領土で て集中セミナー(後半)を開催

の共同経済活動の早期実施に向け

た議論を加速させることで一致 11 共産党｢幹部会｣(東京) 11～12 Ｇ20農業大臣会合に伴う

13 日本とロシアの知事らが地域交 警備(新潟)

流等について議論する日露知事会議 12 共産党｢第６回中央委員会総

がモスクワで開催。同会議の開催は 会｣(東京) 13～17 高円宮妃殿下｢スウェー

平成22年(2010年)以来９年ぶり 15～19 極左各派は、沖縄が日本 デン｣御旅行に伴う警衛

15 ロシア極東・北極圏発展省は に返還された日（昭和47年５月 17～19 ｢第42回5･15平和行進｣ 17～18 皇嗣同妃両殿下｢第30回

クリル諸島(北方領土と千島列島) 15日）にあわせ、反戦・反基地 (沖縄) 全国｢みどりの愛護｣のつどい｣

の経済特区｢先行発展地域｣を拡 等を訴える集会等を開催(東京、 御臨席等に伴う警衛(鳥取)

大すると発表 沖縄) 17～19 右翼団体｢５.15平和行

16 安倍首相は、ロシアの政権与 進｣等批判街宣(沖縄)

党｢統一ロシア｣のトゥルチャク

総評議会書記と都内で会談し、

平和条約の締結に向けて交流を

深めることで一致

17 中国の煙台経済技術開発区人民

法院は、平成29年(2017年)３月

に拘束された日本人男性に対し

国家機密情報窃盗罪で懲役５年

６月と財産３万元没収の実刑判決

20 北朝鮮による拉致の可能性を 20 共産党・志位和夫委員長が、 20 皇嗣同妃両殿下｢令和元年度

排除できない事案について、平 韓国の南官杓駐日大使と懇談 御寺泉涌寺を護る会定期総会｣

成４年に失踪した男性を国内で (東京) 御臨席に伴う警衛(京都)

発見するとともに北朝鮮による 20 共産党｢11都道府県青年・学

拉致の可能性を排除、これによ 生部長会議｣(東京)

り同事案に係る方々の数は882人

20 日本企業に旧朝鮮半島出身労

働者らへの賠償を命じた韓国大

法院判決をめぐり、政府は、日

韓請求権協定に基づく日本と韓

国と第三国の委員による仲裁委

員会の設置を韓国政府に要請

20 中国の海南省第一中級人民法

院は、平成29年(2017年)３月に

拘束された日本人男性に対し、 21、23 極左各派は、いわゆる狭 23～24 皇嗣殿下｢日本植物園協

国家機密情報窃盗罪で懲役15年 山事件で元受刑者が逮捕された 会第54回大会｣御臨席等に伴う

と財産10万元没収の実刑判決 日（昭和38年５月23日）にあわ 警衛(宮城)

21 中国の北京市第二中級人民法 せ、再審開始を訴える集会等を

院は、平成28年(2016年)７月に 開催(３都府県) 22～24 民青同｢第２回中央委員 25～28 ｢国賓｣米国大統領夫妻

拘束された日本人男性に対し、 22 傷害罪で中核派(党中央)系 会｣(東京) 来日に伴う警護(東京、千葉、

スパイ活動を行ったとして懲役 全学連活動家２人を逮捕(広島) 25 ｢｢示そう 辺野古ＮＯ！の民意 神奈川)

６年と財産５万元没収の実刑判決 を｣全国総行動－止めよう 辺 25～28 右翼団体｢トランプ米国

30 河野外相と岩屋毅防衛相、ロ 25～27 極左各派｢トランプ米国 野古新基地建設 ９条改憲 安倍 大統領来日｣をめぐる街宣等(東

シアのラヴロフ外相とショイグ 大統領の来日｣に反対する集会 政権の暴走を－5･25国会包囲行 京、千葉、神奈川)

国防相は、日露外務・防衛閣僚 等 (３都府県) 動｣(東京)

協議(｢２＋２｣)を都内で開催し、 26 革労協反主流派｢光州蜂起三 28～29 皇嗣殿下｢日本動物園水

北朝鮮の完全な非核化に向けて 九ヵ年日朝連帯集会｣(東京) 族館協会2019年度通常総会｣御

連携することで一致 27 建造物侵入罪で中核派(党中 臨席等に伴う警衛(愛知)

30 アフガニスタン・カブールの 央)活動家１人を逮捕(長野) 30～６/１ 右翼団体｢ラヴロフ・

軍士官学校で、自爆テロが発生 ロシア連邦外相来日｣をめぐる

し、６人が死亡、16人が負傷 街宣等（東京）
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１ 中国政府は、600億ドル（約６兆6,000億円）相当の米国製品にか

けている追加関税を最大10％から25％に引き上げ

１ シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で、米国のシャナハ

ン国防長官代行が演説し、「自由で開かれたインド太平洋を支える」

と言及

２ アジア安全保障会議で、中国の魏鳳和国務委員兼国防相が演説し、

台湾独立を図れば「一戦交えることも辞さない」と表明

４ 天安門事件から30年を迎え、香港で追悼集会があり、主催者発表

で18万人以上（警察発表は３万7,000人）が参加

５ ロシアのプーチン大統領は、中国の習近平国家主席とロシア・モ

スクワで会談し、北朝鮮の核問題やイラン情勢での緊密な連携を確

認。経済関係強化と安全保障での共同歩調を掲げた共同宣言に署名

７ 米国海軍第７艦隊は、米国のミサイル巡洋艦がフィリピン海を航

行中、ロシアの駆逐艦が異常接近してきたと発表。ロシア側は米国

の艦船が針路を横切ったと反論

９ 香港で逃亡犯罪人条例改正案に反対する大規模デモ。主催者発表

で過去最大規模の103万人（警察発表は24万人）が参加

10 ロシアの新聞三紙が、反プーチン政権の調査報道で知られるイワ

ン・ゴルノフ記者が違法薬物を所持していたとして６日に逮捕され

たことに抗議する共同声明を掲載

11 米国のトランプ大統領は、10日に北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員

長から書簡を受領したと言及

11 ロシアのコロコリツェフ内相は、違法薬物所持の容疑で逮捕され

たイワン・ゴルノフ記者について、訴追を断念すると発表

12 香港で逃亡犯罪人条例改正案に反対する大規模デモ。立法会周辺

及び幹線道路を占拠。警察当局は催涙弾やゴム弾でデモ隊の排除を

試み、70人以上が負傷

12 北朝鮮の金与正朝鮮労働党中央委員会第一副部長は、10日に韓国 12 原子力規制委員会は、設置期限の約１週間前までに特定重大事故

の故金大中元大統領夫人の李姫鎬氏が死去したことを受け、板門店 等対処施設が完成しなかった場合、原子力発電所の運転停止命令を

の北朝鮮側施設「統一閣」において、金正恩朝鮮労働党委員長名義 行う方針を決定

の弔意文と弔花を韓国の鄭義溶国家安保室長に手交

12 モスクワで、イワン・ゴルノフ記者の逮捕に抗議するデモが実施。

警察当局は、デモ参加者は約1,200人で、無許可デモのため約200人

を拘束したと発表

14 欧州連合（ＥＵ）の欧州委員会は、５月の欧州議会選挙で、投票

率を下げ、有権者の支持に影響を与えることを狙ったロシアの発信

元による偽情報の動きが続いたとする報告書を公表

16 香港で逃亡犯罪人条例改正案撤回や林鄭月娥行政長官の辞任を求

める大規模デモ。主催者発表で200万人近く（警察発表で33万8,000

人）が参加。林鄭行政長官は市民に陳謝

19 ウクライナ東部で平成26年(2014年)に起きたマレーシア航空機撃

墜事件で、オランダ等５か国の合同捜査チームは、ロシア軍参謀本

部情報総局（ＧＲＵ）の元軍人らロシア人３人とウクライナ人１人 17 国地方係争処理委員会は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設

を特定し、殺人罪で起訴すると発表 のための埋立工事をめぐり、国による公有水面埋立承認撤回の取消

20～21 習近平国家主席は、北朝鮮・平壌において金正恩朝鮮労働党 しの裁決を不服とした沖縄県の審査の申出を却下

委員長と首脳会談を行い、「北朝鮮が有する合理的な懸念を解決す 18 山形県沖を震源とする地震が発生し、新潟県村上市において震度

るためにできるだけの手助けをしたい」と表明 ６強を観測

23 北朝鮮の朝鮮中央放送は、トランプ大統領が金正恩朝鮮労働党委

員長に親書を送り、金正恩朝鮮労働党委員長が「立派な内容が盛り

込まれている」、「興味深い内容を深重に考えてみる」等と述べた

と報道

27 安倍晋三首相は、G20大阪サミットのため来日した習近平国家主

席と会談。日中関係が「正常な軌道に戻った」と確認。習近平国家

主席が来春に国賓として訪日することで一致

28～29 大阪においてＧ20大阪サミット開催

29 トランプ大統領は、ＳＮＳで、大阪でのＧ20大阪サミット後に訪

韓し、軍事境界線の非武装地帯を訪れることを明らかにし、金正恩

朝鮮労働党委員長に対して、非武装地帯での会談を呼び掛け。これ

に対し、北朝鮮の崔善姫第１外務次官は、「我々は、公式の提案を

受けていない」としつつ、対面が実現すれば「意味ある契機になる」

などとする談話を発表

29 トランプ大統領と習近平国家主席が大阪市内で会談。５月から途

絶えている貿易協議の再開で合意。米国は中国への追加関税を先送

りするとともに、米国企業による華為技術（ファーウェイ）への部

品販売も認める方針

30 トランプ大統領は、韓国・ソウルで韓国の文在寅大統領と首脳会 30 政府は、国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）から脱退

談を開催し、また、軍事境界線のある板門店を訪れ、金正恩朝鮮労

働党委員長と共に北朝鮮側に足を踏み入れた後、韓国側施設「自由

の家」に戻り、金正恩朝鮮労働党委員長との面会を実施
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６ プーチン大統領は、外国通信 ２ 極左各派｢第70回全国植樹祭｣ ４ 共産党｢11都道府県職場担当 １～２ 天皇皇后両陛下｢第70回

社幹部らとの会見で、日露平和条 への天皇皇后両陛下の御臨場に 者会議｣(東京) 全国植樹祭｣御臨場等に伴う警

約交渉について、｢難しいプロセ 反対する情宣(愛知) 衛(愛知)

スだ。すぐには解決できない｣

と述べ、日米の軍事協力が障害

との考えを改めて表明

７ 中国・北京市職員の男性が、

東京駅周辺で小型無人機を無許 ８ 統一共産同盟等｢ビッグデータ ８～９ Ｇ20財務大臣・中央銀行

可で飛行。警視庁丸の内署が航 がもたらす監視社会 Ｇ20デジ 総裁会議に伴う警備(福岡)

空法違反で捜査 タル経済・貿易会合への批判｣ ８～９ 右翼団体｢Ｇ20財務大臣・

(茨城) 中央銀行総裁会議｣をめぐる

10～15 海上自衛隊とロシア海軍 ９ 中核派(党中央)系｢国鉄闘争 街宣等(福岡)

による捜索・救難合同訓練がロ 全国運動6･9全国集会｣(東京) ８～９ Ｇ20貿易・デジタル経済

シア・ウラジオストクで実施 大臣会合に伴う警備(茨城)

８～９ 右翼団体｢Ｇ20貿易・デジ

11 防衛省は、中国初の空母｢遼 タル経済大臣会合｣をめぐる街宣等

寧｣が沖縄本島と宮古島間を通 (茨城)

過して東シナ海から太平洋に出

たと発表

11～13 上皇上皇后両陛下｢孝明

天皇山陵及び明治天皇山陵に親

15 革労協主流派｢安保粉砕・政 謁の儀｣に伴う警衛(京都)

府打倒中央闘争｣(東京) 12～14 安倍首相｢イラン訪問｣に

15～18 革労協反主流派｢安保粉 伴う警護

19 日本企業に旧朝鮮半島出身労 砕・政府打倒全国統一行動｣ 19 ｢辺野古新基地建設は断念を！ 13～14 皇嗣殿下｢第44回全日本

働者らへの賠償を命じた韓国大 (４都府県) 憲法審査会に自民党改憲案を｢提 愛瓢会総会・展示会滋賀県彦根

法院判決をめぐり、政府は、日 16、23 革マル派｢労学統一行動｣ 示｣させるな！参院選勝利！6･1 市大会｣御臨席等に伴う警衛(滋

韓請求権協定に基づく日本と韓 (５都道府県) 9 国会議員会館前行動｣(東京) 賀)

国と第三国の委員による仲裁委

員会の設置に韓国政府が応じな 15～16 Ｇ20持続可能な成長のた

かったことから、第三国選定の めのエネルギー転換と地球環境

委員による仲裁委員会の設置を に関する関係閣僚会合に伴う警

韓国政府に要請 備(長野)

19 日本企業に旧朝鮮半島出身労 15～16 右翼団体｢Ｇ20持続可能

働者らへの賠償を命じた韓国大 な成長のためのエネルギー転換

法院判決をめぐり、韓国外交部 と地球環境に関する関係閣僚会

は、訴訟当事者である日本の企 合｣をめぐる街宣等(長野)

業を含む日韓両国の企業が、原

告に慰謝料相当額を払う和解案

を日本政府が受け入れれば、日

本政府が求める日韓請求権協定

に基づく２国間協議を検討する

用意があると発表

20 ロシア軍のＴＵ95爆撃機が南

大東島と八丈島付近で相次いで

領空侵犯し、航空自衛隊の戦闘

機が緊急発進 21 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

22 プーチン大統領は、ロシア国 (警視庁)

営テレビの番組で、北方領土の 23 安倍首相｢沖縄全戦没者追悼

日本への引渡しについて｢そう 式｣訪問に伴う警護

した計画はない｣と発言 26～27 ｢公実賓｣フランス共和国

大統領夫妻の来日に伴う警護

27 チュニジア・チュニスで、２ (東京、京都、大阪)

回の自爆テロが発生し、２人が 27～7/6 皇嗣同妃両殿下｢ポーラ

死亡、７人が負傷 ンド及びフィンランド｣御訪問

に伴う警衛

28～29 大阪でのＧ20大阪サミッ

ト期間中の日韓首脳会談は見送

り

28 フィリピン・スールー州ホロ 28 極左各派 ｢Ｇ20大阪サミット｣ 28～29 Ｇ20大阪サミットに伴う

島の軍事基地で、２回の自爆テ に反対する集会等(大阪) 警備(大阪)

ロが発生し、６人が死亡、22人 28～29 右翼団体｢Ｇ20大阪サミッ

が負傷 ト｣をめぐる街宣等(大阪)

29 安倍首相は、Ｇ20大阪サミッ

トに合わせて来日したプーチン

大統領と大阪市内で会談し、平

和条約交渉を引き続き進めてい

くことで一致
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２ ロシア国防省は、北極圏バレンツ海のロシア領海内で海底探査を

していた海軍の潜水艇で１日、火災が発生し、乗組員14人が死亡し

たと発表

３ ロシアのプーチン大統領は、米国との中距離核戦力（ＩＮＦ）全

廃条約の履行を正式に停止する法案に署名

４ 第25回参議院議員通常選挙公示

８ 北朝鮮は、金日成の死去25年に合わせた中央追慕大会等の行事を

開催

８ 中国外交部は、米国国務省が台湾への総額22億ドル相当の武器売

却を承認し議会に通知したことに対し、「断固反対」と反発

10 米国のニュースサイト「バズフィード」は、ロシアの関係者が平成 10 福岡高等裁判所は、九州電力玄海原子力発電所３、４号機の運転

30年（2018年）10月、イタリアの反欧州連合（ＥＵ）派政党「同盟」 差止めを求める仮処分申立ての即時抗告審で、住民らの抗告を棄却

のサルビーニ党首（同国副首相）の側近に、令和元年（2019年）５月の

欧州議会選挙を視野に多額の献金を約束した様子を収めた音声デー

タの内容を報道

11 プーチン大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話で協

議。ウクライナ東部の紛争の収束等に向けて意見交換。両大統領の

協議は初めてで、ウクライナ側の要請により実施

12 中国外交部は、米国が台湾に武器を売却する方針を決めたことに

関連し、実際に売却すれば関与した米企業に制裁を発動すると発表

14 逃亡犯罪人条例等改正案の完全撤廃を求めるデモが香港・新海地

区で行われ、主催者発表で11万5000人が参加(警察発表２万8000人)

17 ロシアの裁判所は、平成30年（2018年）11月にロシアが拿捕し、 17 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工

拘束しているウクライナ艦船の乗組員24人の勾留を３か月延長する 事をめぐり、公有水面埋立承認撤回の取消し裁決に国が関与したこ

と決定 とは地方自治法違反であるとして、裁決の取消しを求め福岡高等裁

17 プーチン大統領は、ウクライナ東部でロシア国籍取得手続を簡略 判所那覇支部に提訴

化する対象地域を、親露派武装集団の支配地域以外に拡大する大統

領令に署名

18 米国国防省は、最新鋭ステルス戦闘機Ｆ35の多国間生産体制から

トルコを除外すると発表。トルコがロシア製の地対空ミサイル

「S400」の搬入を始めたことへの対抗措置

21 中国政府は、新疆ウイグル自治区の歴史問題に関する白書を発表 21 第25回参議院議員通常選挙投票

21 ウクライナで最高会議（議会）選挙が実施。ゼレンスキー大統領

が設立した新党「国民の奉仕者」が、単独で過半数を獲得

24 中国政府は、４年ぶりに「新時代の中国の国防」と題する国防白

書を発表

25 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午前５時34分頃と午前５時57分

頃、東部の虎島（ﾎﾄﾞ）半島付近から日本海に向けて短距離弾道ミ

サイルを２発発射したと発表

27 ロシア・モスクワで、９月に投票予定のモスクワ市議選挙で野党 27 台風第６号が、三重県南部に上陸

勢力の出馬を拒否されたことに抗議するデモが14日及び20日に続き

開催され、主催者側によると警察当局が市民1,300人以上を拘束

28 27日にモスクワで行なわれたデモを組織したとして収監されてい

た、反プーチン政権運動の指導者ナバリヌイ氏がアレルギー症状に

より急変したため、収監中の拘置施設からモスクワの病院に搬送

29 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、ベトナムで活動する北朝鮮国籍の１個人を制裁対象に指定

31 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午前５時６分頃と午前５時27分 31 東京電力は、福島第二原子力発電所全４基の廃止を決定

頃、東部の江原道元山葛麻（ｳｵﾝｻﾝｶﾙﾏ）付近から日本海に向けて短

距離弾道ミサイルを２発発射したと発表

31 中国文化観光部は、台湾向け個人旅行の許可証の発行を８月１日

から停止すると発表
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１ 経済産業省は、韓国に関する輸

出管理上のカテゴリーの見直しに

係る手続の開始及び特定品目の

韓国向け輸出に関する包括輸出許可

から個別輸出許可への切替えを発表

２ ロシア外務省は、Ｇ20大阪サ

ミットのＰＲ映像で、北方領土

が日本の領土として描かれてい

るとして、日本政府に抗議

３ 韓国の｢和解・癒やし財団｣ ３ 詐欺罪で革マル派関係者１人

が正式に解散 を逮捕(千葉) ４ 共産党が、第25回参議院議員

５ 東京地方裁判所は、東京朝鮮 ５ 中核派(党中央)系｢星野文昭 通常選挙に、比例代表26人、選

中高級学校の最寄駅前で、学校 さんの命を奪った法務省・国家 挙区16人の候補者を擁立

を批判する街宣活動を行ってい 権力弾劾７・５法務省包囲デモ｣

た男性に対し、同校の半径500 (東京)

メートル以内での街宣等を禁止 ６ 中核派(党中央)系｢７・６星野

する仮処分を決定 さんを取り戻そう！全国再審連

７ 北京市郊外の抗日戦争記念館 絡会議総会｣(東京)

で記念式典が開催、北京市トッ ６ 革労協反主流派｢７・６対国

プの蔡奇市党委書記が出席 立精神・神経医療研究センター

８ 政府は英国等とともに、中国 (旧武蔵病院)デモ｣(東京)

新疆ウイグル自治区でのウイグ ９～22 眞子内親王殿下｢ペルー

ル族の大量拘束に懸念を示す書 及びボリビア｣御訪問に伴う警衛

簡を国連人権理事会に提出 10～11 皇嗣妃殿下｢第55回献血

11 朝鮮総聯の関連団体｢金剛山 運動推進全国大会｣御臨席等に

歌劇団｣に所属していた女性を 伴う警衛(石川)

覚せい剤取締法違反(共同所持)

で現行犯逮捕(警視庁)

11 北朝鮮産のビールを不正に輸

入した外国為替及び外国貿易法

違反(無承認輸入)で、無職少年

を書類送致(福岡・富山)

12 ソマリア・キスマヨで、武装

グループがホテルを襲撃し、26 17～18 皇嗣同妃両殿下｢第16回

人が死亡、56人が負傷 海フェスタ｣御臨席等に伴う警

18 韓国政府は、旧朝鮮半島出身 衛(静岡)

労働者問題をめぐり、日本政府 19 ｢安倍９条改憲ＮＯ！辺野古

が要請した日韓請求権協定に基 新基地建設断念を！年金払え！

づく仲裁委員会の設置について、 参院選勝利！７･19国会議員会

無回答のまま回答期限を超過 21 革労協反主流派｢入院患者差 館前行動｣(東京)

22 韓国警察は、在釜山日本国総 別・虐殺35ヵ年糾弾！報徳会宇 22 共産党は、第25回参議院議員

領事館敷地内で、日本の輸出管 都宮病院糾弾！７・21宇都宮現 通常選挙で、改選前比１議席減

理の運用見直し等に対する抗議 地闘争｣(栃木) の７議席(比例代表４、選挙区

活動を行った大学生６人を建造 ３)を獲得

物侵入の疑いで拘束

23 韓国で旧朝鮮半島出身労働者ら

への賠償を命じた判決をめぐり

原告の支援団体は、差し押さえた

三菱重工業の韓国内資産を売却

する命令を出すよう裁判所に申

請したと発表

23 ロシア軍機２機と中国軍機２

機が、日本の防空識別圏に侵入。

別のロシア軍機が竹島付近の領

空を侵犯。韓国軍機が緊急発進

し、ロシア軍機に警告射撃。政 24～29 上皇上皇后両陛下｢那須

府は韓国、ロシア両政府に外交 御用邸｣御滞在に伴う警衛(栃

ルートを通じて抗議 木)

25 外務省は、中国の海洋調査船が

25日に日本の排他的経済水域内で 26～29 皇嗣同妃両殿下｢令和元

海中にワイヤ様のものを投入して 年度全国高等学校総合体育大会｣

いたことにつき、中国政府に抗議 御臨席及び｢第43回全国高等学

25 アフガニスタン・カブールで 校総合文化祭｣御臨席等に伴う

２回の自爆テロ等が発生し、15 26 中核派(党中央)系｢星野文昭 警衛(鹿児島、佐賀)

人が死亡、47人が負傷 さん追悼、獄死・国家犯罪を 29 天皇皇后両陛下｢地球科学・

29 厚生労働省は、シベリア抑留 許すな７・26全国集会｣(東京) 29 共産党｢全国都道府県委員長 リモートセンシング国際シンポ

の犠牲者の遺骨として平成26年 28 革労協反主流派｢７・28大間 会議｣(東京) ジウム2019開会式及び同レセプ

に持ち帰った骨の中に、日本人 原発建設阻止現地闘争｣(青森) ション｣御臨席等に伴う警衛(神

以外の骨が含まれていたと発表 奈川)



月８

国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ 国連安全保障理事会が非公開会合を開催。会合後、英国、フラン

ス及びドイツは北朝鮮の弾道ミサイル発射は安保理決議違反と非難

する共同声明を発表

１ 米国のトランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、北朝鮮

による飛翔体の発射について、「短距離ミサイルについては何ら合

意していない。私にとって問題ない」と表明（日本時間２日）

２ 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午前２時59分頃と午前３時23分

頃、東部の咸鏡南道永興（ﾖﾝﾌﾝ）付近から日本海に向けて未詳の短

距離飛翔体を２発発射したと発表

２ 米国とロシアの中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約が失効

３ ロシア・モスクワで９月に投票予定のモスクワ市議選挙での不正 ３ 愛知県内で１日に開幕した国際芸術祭「あいちトリエンナーレ

疑惑をめぐり野党勢力が呼び掛けた抗議デモが行われ、ロシアの「 ２０１９」の実行委員会は、慰安婦を象徴した像等を展示していた

タス通信」は約600人が拘束されたと報道 企画展「表現の不自由展・その後」の中止を発表

５～20 米国及び韓国は、平成29年（2017年）まで実施していた米韓合同 ４ 福島県沖を震源とする地震が発生し、宮城県亘理町、石巻市、福

軍事演習の規模を縮小した「後半期米韓連合指揮所訓練」を実施 島県双葉町において震度５弱を観測

６ 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午前５時24分頃と午前５時36分 ６ 台風第８号が、宮崎県宮崎市付近に上陸

頃、南西部の黄海南道クァイル郡付近から日本海に向けて短距離弾

道ミサイルと推定される飛翔体を２発発射したと発表

７ 北朝鮮の朝鮮中央放送は、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が８ ７ 浅間山が噴火

月６日未明、新型戦術誘導弾の威力示威発射を参観し、「米国と南 ７ 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工

朝鮮当局が繰り広げた合同軍事演習に適切な警告を送る機会になる 事をめぐり、行政事件訴訟法に基づき、国による公有水面埋立承認

であろう」と述べたと報道 撤回の取消し裁決の取消しを求める訴訟を那覇地方裁判所に提起

８ ロシア・アルハンゲリスク付近の海軍実験場で新型兵器の実験中

に爆発が起き、ロシアの国営原子力企業ロスアトムの従業員５人が

死亡、３人が負傷。周辺で一時的な放射線量の上昇を確認

10 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午前５時34分頃と午前５時50分

頃、東部の咸鏡南道咸興（ﾊﾑﾌﾝ）付近から日本海に向けて短距離弾

道ミサイルと推定される飛翔体を２発発射したと発表

10 ９月に投票予定のモスクワ市議選挙をめぐる抗議デモがロシア全

土に拡大し、モスクワでは最大規模となる５万人以上が参加

14 逃亡犯罪人条例等改正案をめぐる抗議デモで、香港の裁判所は、

デモ隊の座り込みが続いた香港国際空港の使用妨害禁止令を発出

15 韓国の文在寅大統領は、日本の統治からの解放を記念する「光復 15 台風第10号が、広島県呉市付近に上陸

節」の式典で演説を行い、日本の輸出管理の運用の見直し等を念頭

に日本に対話と協力を呼びかけた一方、「不当な輸出規制に立ち向

かい、責任ある経済強国に向けた道を歩む」と表明

16 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午前８時１分頃と午前８時16分

頃、東部の江原道通川（ﾄﾝﾁｮﾝ）付近から日本海に向けて短距離弾

道ミサイルと推定される飛翔体を２発発射したと発表

19 ロシアのプーチン大統領は、フランスのマクロン大統領とフランス

南東部のブレガンソン城塞で会談。ウクライナ和平をめぐり両国と

ドイツ及びウクライナの４首脳による会談の開催で一致

21 中国外交部は、米国が台湾への戦闘機の売却を承認したことへの

対抗措置として、売却に関わる米企業に制裁を発動する方針を表明

21 プーチン大統領は、ＩＮＦ全廃条約が禁止していた地上発射型の

中距離ミサイルの発射実験を米国が19日に実施したことに関し、米

国に対抗する考えを表明

23 韓国政府は、日本との日韓秘密軍事情報保護協定（日韓ＧＳＯＭ

ＩＡ)を破棄すると正式に通告

24 政府は、「北朝鮮が午前６時44分頃と午前７時１分頃、北朝鮮東岸

から東方向に短距離弾道ミサイルを２発発射した」と発表。韓国軍合

同参謀本部は発射地点について、咸鏡南道宣徳（ｿﾝﾄﾞｸ）付近と発表

24 ロシア国防省は、北極圏バレンツ海で、潜水艦発射弾道ミサイル

（ＳＬＢＭ）の発射実験を実施し、成功したと発表

25 中国の特別行政区マカオの行政長官選で、唯一の立候補者で親中

派の賀一誠・前立法会議長が当選 26～29 前線と湿った空気の影響で、九州北部地方を中心に記録的な

27 国連安全保障理事会が非公開会合を開催。会合後、英国、フラン 大雨

ス及びドイツは北朝鮮の弾道ミサイル発射は安保理決議違反と非難

する共同声明を発表

27 プーチン大統領は、トルコのエルドアン大統領とモスクワ郊外で

会談し、軍事技術協力の強化を図ることで一致。

27 中国外交部は、１月に北京市国家安全局が拘束した中国系の豪作

家ヤン・ヘンジュン氏を23日にスパイ容疑で正式に逮捕したと表明

29 北朝鮮で最高人民会議第14期第２回会議が開催され、金正恩朝鮮

労働党委員長が兼務する国務委員会委員長の権限を強化するなどの

憲法改正を実施

30 米国財務省は、北朝鮮による「瀬取り」に関与したとして、台湾

等の海運会社３社、２個人及び関連船舶１隻を制裁対象に指定

30 香港警察は、逃亡犯罪人条例等改正案をめぐり、デモ隊が６月に

警察本部を包囲したことに関わる容疑で、平成26年（2014年）の
「雨傘運動」の元リーダー・黄之鋒氏と元幹部・周庭氏を拘束



月８

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

２ 政府は、輸出手続簡略化の優 １～５ 天皇皇后両陛下、愛子内

遇措置を受けられる対象国から、 親王殿下｢須崎御用邸｣御滞在に

韓国を除外する政令改正を閣議 伴う警衛(静岡)

決定

２ ロシアのメドヴェージェフ首

相は、北方領土の択捉島を訪問。 ４～６ 原水禁｢被爆74周年原水

４ 革マル派｢第57回国際反戦集 爆禁止世界大会・広島大会｣

会｣(７都道府県) (広島)

５ 菅義偉官房長官は、ロシアが ５～６ 極左各派は、広島に原子 ５～６ 原水協｢原水爆禁止2019 ５～６ 安倍晋三首相｢広島市原

北方領土の国後島周辺海域で５ 爆弾が投下された日（昭和20年 年世界大会－広島｣(広島) 爆死没者慰霊式並びに平和祈念

日から10日にかけて射撃訓練を ８月６日）にあわせ、反戦等を 式｣参列等に伴う警護(広島)

実施すると通告したことに対し 訴える集会等を開催(広島)

、外交ルートで抗議したと発表

６ ロシアのモルグロフ外務次官は

メドヴェージェフ首相の択捉島

訪問等への日本政府の抗議に対

し、日本の上月豊久駐ロシア大

使に｢受け入れられない｣と反発

７ 北朝鮮による拉致の可能性を ７～９ 原水禁｢被爆74周年原水

排除できない事案について、昭 爆禁止世界大会・長崎大会｣

和49年に失踪した男性を国内で (長崎)

発見し、北朝鮮による致の可能 ７～９ 原水協｢原水爆禁止2019 ９ 安倍首相｢長崎原爆犠牲者慰

性を排除 年世界大会－長崎｣(長崎) 霊平和祈念式典｣参列等に伴う

８ 東京都心の３Ｄ地図を中国企 警護(長崎)

業の関係者に不正に転売したと ８ 共産党｢党創立97周年記念講

して、元中国籍の貿易会社役員 ８～９ 極左各派は、長崎に原子 演会｣で、志位和夫委員長が講 ９ 右翼団体｢反ロデー｣をめぐり

を詐欺罪で書類送検(警視庁) 爆弾が投下された日(昭和20年 演(東京) 北方領土返還等を主張する街宣

８ モスクワで北方領土における ８月９日)にあわせ、反戦等を 等(12都道府県)

共同経済活動に関する専門家会 訴える集会等を開催(長崎)

合が開催。観光ツアーの試験的

実施に向けた準備を行うことを

確認

12 韓国政府は、安全保障上の戦 10～14 オウム真理教上祐派が、

略物資の輸出管理に関し、優遇 南烏山施設において集中セミナー

対象国から日本を除外する制度 (前半)を開催

改正案を発表(９月18日施行)

13 ロシアが択捉島周辺海域で、

深海機器を使った試験を行うと

10日に通告したのに対し、外務 15 極左各派は、｢終戦記念日｣に 15 右翼団体｢終戦記念日｣をめぐ

省が外交ルートを通じて抗議 あわせ、反戦等を訴える集会等 る街宣、参拝等(32都道府県)

16 家具等を北朝鮮向けに不正に を開催(４都府県)

輸出した外国為替及び外国貿易 16～18 全教｢教育研究全国集会 16～18 右翼団体｢全教教育研究

法違反(無承認輸出)で、元貿易 2019｣(滋賀) 全国集会2019｣批判街宣(滋賀)

会社役員を書類送致(大阪・沖縄) 16～25 皇嗣同妃両殿下、悠仁親

17 アフガニスタン・カブールの 王殿下｢ブータン｣御旅行に伴う

結婚式場で、自爆テロが発生し、 警衛

92人が死亡、142人が負傷 17～18 オウム真理教上祐派が、

19 靖国神社の幕に墨汁様の液体 豊明施設等２府県２か所におい 19～28 天皇皇后両陛下、愛子内

をかけたとして、中国人を器物 て集中セミナー(後半)を開催 親王殿下｢那須御用邸｣御滞在に

損壊罪で現行犯逮捕(警視庁) 19 ｢韓国敵視を煽るな！自衛隊 伴う警衛(栃木)

20 河野太郎外相が北京市郊外で はイランに行くな！安倍９条改

中国の王毅国務委員兼外相と会 憲ＮＯ！辺野古新基地建設は断

談、香港情勢につき、対話を通 念を！８･19国会議員会館前行

じた解決を呼びかけ 動｣(東京)

21 河野外相は、北京市郊外で、

王毅国務委員兼外相と韓国の康京 22～27 上皇上皇后両陛下｢長野

和外相との三カ国外相会談を実施 県｣御滞在に伴う警衛

25～26 韓国軍は、竹島を含む日 25 革労協反主流派｢８・25第42 23～27 安倍首相｢Ｇ７ビアリッ

本海において軍事訓練を実施 回全国反戦集会｣(東京) ツ・サミット｣出席等に伴う警

27 最高裁判所は、朝鮮学校が高 護(フランス)

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る、 23～9/2 高円宮妃殿下｢カナダ｣

東京朝鮮中高級学校高級部の元 御訪問に伴う警衛

生徒による訴訟及び学校法人

｢大阪朝鮮学園｣による訴訟につ 27～30 上皇上皇后両陛下｢群馬県｣

いて、それぞれ原告側の上告を 御滞在に伴う警衛

棄却し、無償化制度の適用除外 28～30 ＴＩＣＡＤ７(第７回アフ

を適法とした判決が確定 リカ開発会議)に伴う警備(神奈

31 韓国の超党派の国会議員団６ 川)

人が竹島に上陸



月９

国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ 米国政府は、1,200億ドル相当の中国製品に15％の関税を上乗せ

する第３弾の制裁措置を発動、中国側も750億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

２ 中国商務部は、米国が１日に1,200億ドル相当の中国製品を対象

に発動した制裁関税措置について、世界貿易機関（ＷＴＯ）に提訴

すると発表

３ 中国政府は、原発の安全性に関する白書を発表

４ 香港の林鄭月娥行政長官は、逃亡犯罪人条例等改正案を正式に撤

回すると表明

５ 国連安全保障理事会北朝鮮専門委員会の専門家パネルは、北朝鮮

が金融機関や暗号資産（仮想通貨）交換業者へのサイバー攻撃等を

実行し、推定20億ドルを違法に得た疑いがあると発表

６ 北朝鮮の朝鮮中央テレビは、台風による被害を防ぐために朝鮮労

働党中央軍事委員会非常拡大会議を緊急招集したと報道

７ ロシアとウクライナは、平成30年（2018年）11月にロシアが拿捕

し、拘束していたウクライナ艦船の乗組員24人全員を含む双方の拘

束者35人ずつを交換

８ ロシアで16の州や共和国の知事・首長等を選出する統一地方選挙

が実施。知事・首長選挙では全て政権与党系の候補が当選した一方、

抗議デモが続いたロシア・モスクワ市議選挙では与党勢力の議席が ９ 台風第15号が、千葉県千葉市付近に上陸

減少

10 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午前６時53分頃と午前７時12分

頃、内陸部の平安南道价川（ｹﾁｮﾝ）付近から東方向に計２発の飛翔

体を発射したと発表

10 米国のトランプ大統領は、ツイッターへの投稿で、ボルトン大統

領補佐官（国家安全保障問題担当）を解任したと発表

12 ロシア捜査当局は、反プーチン政権運動の指導者ナバリヌイ氏が

率いる団体「反汚職基金」が資金洗浄に関わったとの容疑で国内約

40都市の約150か所の活動拠点を一斉捜索

12 ロシア外務省は、ロシア大統領府の元職員が米国のスパイとして

活動していたとの米国メディアの報道を受け、国際刑事警察機構

（ＩＣＰＯ）を通じて米国に情報提供を要請したと発表

13 米国財務省は、北朝鮮が行ったとされるランサムウェア「WannaCry」

によるサイバー攻撃等に関与したとして、北朝鮮政府が支援する

ハッカー集団「Lazarus」、「Bluenoroff」及び「Andariel」の３

集団を制裁対象に指定したと発表

16 ソロモン諸島は、台湾と断交し、中国との国交樹立を決定 16 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、

16 ロシア軍は、ロシア・オレンブルク州等で総勢12万8,000人が参 「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ！国民大集会」を開催

加する大規模演習「ツェントル2019」を21日まで実施。中国や中央

アジア諸国に加え、インドやパキスタン等が参加

16 ロシアのプーチン大統領は、トルコのエルドアン大統領、イラン

のローハニ大統領とトルコ・アンカラでシリア内戦をめぐり会談。

和平と選挙実施に必要な新憲法を起草する委員会をスイス・ジュ

ネーブに設置することを確認

19 プーチン大統領は、米国との中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約が 19 東京地裁は、東京電力福島第一原子力発電所事故をめぐり、業務

８月に失効したことを受け、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国 上過失致死傷の疑いで強制起訴された同社元会長ら３人に対し、無

等に中距離ミサイル配備の凍結を要請する書簡を送付 罪を言渡し

20 台湾外交部は、キリバスと外交関係を解消したと発表 20 ラグビーワールドカップ2019開幕（～11月２日）

20 モスクワの裁判所は、８月３日のモスクワでのデモに参加し、警

官に暴行したとして有罪判決を下した男性を保釈。ロシアの「タス

通信」は、同男性が冤罪だった可能性が浮上し、判決への反発が広

がっていたと報道

21 中国外交部は、16日に台湾に断行を通告していたソロモン諸島と

国交を樹立

25 中国海軍初の強襲揚陸艦の進水式が上海で開催 25 福岡高等裁判所は、九州電力玄海原子力発電所３、４号機の運転

25 中国・北京市で２カ所目となる国際空港「北京大興国際空港」が 差止めを求める仮処分申立ての即時抗告審で、住民らの抗告を棄却

開港、現地の開業式では習近平国家主席が開業を宣言

26 香港の林鄭月娥行政長官は、住民との初の公開対話集会を開催

26 米国財務省は、シリアのアサド政権を支援するためにシリアで展

開するロシア軍に航空燃料を輸送していたとして、ロシア企業１社

とロシア人３人を制裁対象に指定

28 中国外交部は、20日に台湾に断交を通告していたキリバスと国交

を回復したと発表

30 米国財務省は、平成30年（2018年）の米国中間選挙への介入を試

みたとして、ロシア企業「インターネット・リサーチ・エージェン

シー」（ＩＲＡ）の職員らロシア人７人を制裁対象に指定したと発表
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外 事 ・ 国 際 テ ロ 極 左 暴 力 集 団 共産党・大衆・労働・オウム等 右 翼 ・ 警 衛 ・ 警 護

５ 安倍晋三首相は、プーチン大統領 １ 革労協反主流派｢関東大震災 １～２ 皇嗣同妃両殿下｢第25回

とロシア・ウラジオストクで会談 下朝鮮人・中国人大虐殺96ヵ年 ＩＣＯＭ(国際博物館会議)京都

５ 政府は、プーチン大統領が色 徹底糾弾 日朝連帯集会｣(東京) 大会2019｣御臨席等に伴う警衛

丹島での工場稼働式典に中継で １ 革労協反主流派｢防災訓練粉 (京都)

参加したことについて、外交ル 砕闘争｣(４都県) １～２ Ｇ20労働雇用大臣会合に

ートを通じて抗議 １ 革労協主流派｢関東大震災96 伴う警備(愛媛)

６ 韓国のソウル市議会と釜山市 ヵ年―朝鮮人虐殺弾劾 防災訓 １ 安倍首相｢令和元年度総合防

議会は、戦時中に旧朝鮮半島出身 練粉砕闘争｣(東京、千葉) 災訓練｣に伴う警護(千葉)

労働者を働かせた日本企業を｢戦

犯企業｣と定義し、市等が該当 ４～６ 安倍首相｢第５回東方経

企業の製品を購入しないよう努力 済フォーラム｣出席等に伴う警

義務を課す条例案を可決 護(ロシア)

６ 釜山市議会は、道路占用許可

の対象に、歴史的事件を記念す

るための銅像や造形物を含める

条例改正案を可決

６ 北朝鮮による拉致の可能性を

排除できない事案について、昭

和58年に失踪した男性を国内に

おいて遺体で発見、また、平成

２年に失踪した女性を国内で発

見し、それぞれ北朝鮮による拉

致の可能性を排除

７ フィリピン・スルタン・クダ ７～８ 天皇皇后両陛下｢第39回

ラット州で、爆弾テロが発生し、 全国豊かな海づくり大会｣御臨

８人が負傷 席等に伴う警衛(秋田)

10 政府は、竹島と尖閣諸島を日 10 皇嗣同妃両殿下｢第30回福岡

本が実効支配してきたことを示 アジア文化賞授賞式｣御臨席に

す資料等を新たに公表 伴う警衛(福岡)

11 韓国政府は、日本が特定品目 11 建造物侵入罪で中核派(党中

の韓国向け輸出について包括輸 央)活動家１人を逮捕(北海道)

出許可から個別輸出許可へ切り

替えた措置について、世界貿易

機関(ＷＴＯ)に提訴

11 ＷＴＯの上級委員会は、韓国

による日本製空気圧伝送用バル

ブに対するアンチダンピング課

税措置について、ＷＴＯアンチ

ダンピング協定に整合しないと 13～16 オウム真理教主流派が、

判断し、韓国に対し是正を勧告 八潮大瀬施設等２道県２か所に

する報告書を公表 おいて集中セミナー(前半)を開催

11 日中経済協会と経団連、日本 14～15 中核派(党中央)系全学連 14～15 日教組｢第108回定期大会｣ 14～15 右翼団体｢日教組第108回

商工会議所の合同訪中団は、中 ｢第80回定期全国大会｣(東京) (東京) 定期大会｣批判街宣(東京)

国の李克強首相と北京の釣魚台 14 共産党｢幹部会｣(東京) 15～25 佳子内親王殿下｢オース

国賓館で会談し、日中両国の経 15 共産党｢第７回中央委員会総 トリア及びハンガリー｣御訪問

済分野での連携を確認 会｣(東京) に伴う警衛

13 菅義偉官房長官は、日本の排 16 ｢９.16さようなら原発全国集 16～17 天皇皇后両陛下｢第34回

他的経済水域にある大和堆の西 会｣(東京) 国民文化祭｣御臨場等に伴う警

側で、８月23日に水産庁の船が 22 中核派(党中央)系｢高線量地 19 ｢戦争法強行裁決からまる４年、 衛(新潟)

船籍不明の船を発見したこと、 帯に向かって列車を走らせるな！ 大軍拡予算反対！韓国敵視を煽 18 皇嗣同妃両殿下｢国立中央青

及び同月24日に同海域で海上保 常磐線の全線開通は安全か？ るな！安倍９条改憲ＮＯ！辺野 少年交流の家開所60周年記念式

安庁の巡視船に小銃のような武 ９・22水戸集会｣(茨城) 古新基地建設は断念を！９･19 典｣御臨席に伴う警衛(静岡)

器を保有する船籍不明の船が接 24 三里塚芝山連合空港反対同盟 国会議員会館前行動｣(東京) 20 皇嗣同妃両殿下｢ラグビーワー

近したことを発表。船籍不明の 北原グループ及び支援極左｢９・ 20～23 オウム真理教主流派が、 ルドカップ2019日本大会開会式

船に関して、｢北朝鮮関係船舶 24請求異議裁判控訴審闘争｣ 八潮大瀬施設等２道県２か所に 及び開幕戦｣御臨席に伴う警衛

である可能性が高いとみて、北 (東京) おいて集中セミナー(後半)を開催 (東京)

京の大使館ルートを通じて厳重 24～25 革マル派系全学連｢第89回 24 共産党・不破哲三前議長が、 23～28 安倍首相｢米国及びベル

に抗議している｣と言及 定期全国大会｣(東京) 中国社会科学院マルクス主義研 ギー｣訪問に伴う警護

25 茂木敏充外相は、ロシアのラ 究院・辛向陽副院長らと会談 24～25 皇嗣同妃両殿下｢ラグビー

ヴロフ外相と米国・ニューヨー (東京) ワールドカップ2019日本大会釜

クで会談し、日露平和条約交渉 24 共産党｢党本部部長会議｣(東京) 石開催｣御臨席等に伴う警衛

の進め方について協議 25～27 民青同｢第３回中央委員 (岩手)

26 在日中国大使館は、建国70年 会｣(東京) 25～29 承子女王殿下｢スイス｣御

祝賀レセプションを東京都内の 29 革労協主流派｢天皇・改憲攻 出張に伴う警衛

ホテルで開催 撃粉砕！市東さんの農地を守り 28～29 天皇皇后両陛下｢第74回

30 韓国国会は、旭日旗の競技場 ぬき三里塚に勝って戦争を止め 国民体育大会｣御臨場等に伴う

への持込みを禁じる措置を国際 よう！｢障害者｣解放！全国総決 警衛(茨城)

オリンピック委員会(ＩＯＣ)や 起集会｣(千葉) 29 右翼団体｢反中共デー｣をめぐ

大会組織委員会に求める決議を る街宣等(10都道府県)

採択
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国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ 中国の習近平指導部は、建国70周年の国慶節（建国記念日）を記

念する式典を中国・北京の天安門広場で実施。軍事パレードで最新

鋭の兵器を公開し、中国共産党の統治力を国内外に誇示

１ 香港警察は、逃亡犯罪人条例等改正案に対する抗議活動で、改正

案に対する抗議活動が本格化して以降、１日当たりの拘束者数とし

てはこれまでで最多となる合計269人を拘束

１ ロシア、ウクライナ、欧州安全保障協力機構（ＯＳＣＥ）等の代

表は、ウクライナ東部での紛争をめぐり、ベラルーシ・ミンスクで

協議。親露派武装勢力の支配地域を含むウクライナ東部の一部に特

別な自治権を与えることで合意

２ 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午前７時11分頃、東部の江原道

元山（ｳｫﾝｻﾝ）の北東側の海上から東に向けて潜水艦発射弾道ミサイ

ル（ＳＬＢＭ）と推定される弾道ミサイルを１発発射したと発表

５ 北朝鮮の金明吉外務省巡回大使は、スウェーデン・ストックホル

ム近郊で、米国のビーガン北朝鮮担当特別代表と実務協議後、協議

は「決裂」したと発表、「手ぶらで協議に出てきた」と米国を非難

５ 香港政府は、４日に緊急状況規則条例を発動し、デモ参加者が顔

を隠すことを禁じる覆面禁止規則を施行

６ ウクライナ・キエフで同国のゼレンスキー大統領のロシアに対す

る姿勢に抗議する大規模デモが実施

８ 国連安全保障理事会は、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて非公 ８ 愛知県内で８月１日に開幕した国際芸術祭「あいちトリエンナー

開会合を開催。会合後、英国、フランス、ドイツ、ベルギー、ポー レ2019」の実行委員会は、中止していた、慰安婦を象徴した像等を

ランド及びエストニアは、明確な安保理決議違反と非難 展示する企画展「表現の不自由展・その後」を再開（10月14日閉幕）

８ 米国のポンペオ国務長官は、中国・新疆ウイグル自治区での少数

民族弾圧に責任があるとみられる中国政府当局者や中国共産党員に

対し、米国に入国するためのビザ発給を制限すると発表 12 台風第19号が、伊豆半島に上陸

14 ロシアのプーチン大統領は、サウジアラビアのサルマン国王、ム

ハンマド皇太子とサウジアラビア・リヤドで会談。両国は、エネル

ギーや農業等の合意文書に署名

15 ロシア国防省は、シリア北西部のマンビジにロシア軍が展開し、

シリアのアサド政権軍とトルコ政府軍との衝突を防ぐための警戒活

動を開始したと発表

16 北朝鮮の朝鮮中央放送は、金正恩朝鮮労働党委員長が白頭山に白 16 福井地方裁判所は、福井県の住民等が関西電力大飯発電所３、４

馬に乗って登頂し、同行した幹部全員が「再び世界が驚き、我が革 号機の運転差止めを求めた仮処分の申立てを却下

命が一歩前進する雄大な作戦が展開される」ものと確信したと報道

16 米国国務省は、米国に駐在する中国の外交官が公務で米国政府当

局者に面会する際、国務省に事前通告をするよう義務付ける仕組み

を新たに導入

16 朝鮮中央放送は、金正恩朝鮮労働党委員長が三池淵郡の建設現場

を現地指導した際に「米国をはじめとする反共和国敵対勢力が我が

人民に対して強要してきた苦痛はもはや苦痛ではなく、それがその

まま我が人民の憤怒へと変わった」と述べたと報道

21 中国の魏鳳和国務委員兼国防相は、北京で開かれた香山フォーラ
ぎ ほ う わ

ムで、尖閣諸島と南シナ海の島しょ部について「中国固有の領土で、

一寸たりとも失うわけにはいかない」と述べ、領有権主張で日本等

に譲歩しない姿勢を改めて強調

22 プーチン大統領は、トルコ軍によるシリア北東部への攻撃をめぐ

り、トルコのエルドアン大統領とロシア・ソチで会談。北部のクル

ド人武装勢力を国境地帯から排除することなどで合意

23 朝鮮中央放送は、金正恩朝鮮労働党委員長が金剛山観光地区を現 23 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

地指導した際に、「汚れた南側施設を南側の関係部門と合意して綺 設のための埋立工事をめぐり、公有水面埋立承認撤回の取消し裁決

麗に撤去」するよう指示したと報道 に国が関与したことは地方自治法違反であるとして、裁決の取消し

23 香港政府は、逃亡犯罪人条例等改正案について、立法会で正式に を求めた沖縄県の訴えを却下

撤回を表明し、改正案は廃案となったことを発表 24～26 低気圧と湿った空気の影響で、千葉県や福島県を中心に記録

23～24 ソチでアフリカの40か国以上の首脳を招いた「ロシア・アフ 的な大雨

リカ首脳会議」を初めて開催

25 韓国軍合同参謀本部は、毎年下半期に行われている陸海空軍と海

兵隊の連携強化を図る「護国訓練」を10月28日から11月８日まで実

施すると発表

28 マイクロソフト社は、９月16日以降、16以上のスポーツ団体及び

反ドーピング関連機関が、サイバー攻撃集団「Strontium」（別名：

ＡＰＴ28、Fancy Bear）によるサイバー攻撃を受けていたと発表

28～31 中国共産党は、第19回中央委員会第４回全体会議(四中全会)

で、抗議活動が続く香港情勢の管理強化に向け、新たな法律制度と

執行の仕組みを整備していく方針を表明 30 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工

30 金正恩朝鮮労働党委員長は、韓国の文在寅大統領の母親が10月29 事をめぐり、国による公有水面埋立承認撤回の取消し裁決の取消し

日に死去したことを受け、弔電を伝達し哀悼の意を表明 を、地方自治法に基づいて請求した県の訴えを却下した福岡高等裁

31 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午後４時35分頃と午後４時38分 判所那覇支部判決を不服として、最高裁に上告

頃、平安南道順川（ｽﾝﾁｮﾝ）付近から日本海に向けて飛翔体を２発 31 沖縄県那覇市所在の首里城が焼失

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

１ 文在寅大統領は｢国軍の日｣の

式典が行われた韓国・大邱の空

軍基地で演説。式典に合わせて

韓国空軍は、竹島周辺でＦ15Ｋ ２ 皇嗣殿下｢大日本農会推薦優

戦闘機による哨戒飛行を実施 良農家等｣御視察に伴う警衛(群

馬)

２～７ 彬子女王殿下｢英国｣御旅

行に伴う警衛

７ 日本の排他的経済水域(ＥＥ

Ｚ)内にある日本海の大和堆周辺

海域で水産庁の漁業取締船「お

おくに」と北朝鮮の漁船が衝突

８ 外務省と観光庁は、北方四島

における共同経済活動のパイロッ ８ 有印私文書偽造・同行使罪等

トプロジェクトとして９日から で革労協反主流派非公然最高幹部

予定していた観光パイロットツ ら２人を逮捕(警視庁、埼玉、

アーの延期を発表。ロシア側が 神奈川)

延期を要請

10 平成21年11月以降、約10年ぶ

りに中国海軍の最新鋭ミサイル

駆逐艦｢太原｣が神奈川県横須賀

市の横須賀港に入港 15 共産党・志位和夫委員長が、

中国の孔鉉佑駐日大使と会談

(東京)

15 中国の広州市中級人民法院は、

平成30年(2018年)２月に拘束さ 16 窃盗罪で統一共産同盟活動家

れた日本人男性に対し、懲役３ １人を逮捕(北海道)

年と財産15万元没収の実刑判決

18 貸金業法違反で革労協主流派

活動家１人を逮捕(福岡)

19 ｢憲法審査会始動させるな！ 19～20 Ｇ20保健大臣会合に伴う

辺野古新基地建設やめろ！｢嫌 警備(岡山)

20～23 革労協反主流派｢反帝－ 韓｣あおるな！東北アジアに平 19～20 右翼団体｢Ｇ20保健大臣

国際連帯全国統一行動｣ 和と友好！10･19国会議員会館 会合｣をめぐる街宣等(岡山)

(４都府県) 前行動｣(東京)

20、27 革マル派｢労学統一行動｣

21 菅義偉官房長官は、外務省や (６都道府県)

防衛省防衛研究所に勤務経験を

持つ40歳代の日本人男性が９月

に中国当局に拘束されたと発表

22 極左各派｢即位礼正殿の儀｣等 22 天皇皇后両陛下｢即位礼正殿

24 安倍晋三首相は、｢即位礼正 に反対する集会等(６都道府県) の儀｣、｢饗宴の儀(第１日)｣等

殿の儀｣に参列するため来日し に伴う警備

た韓国の李洛淵首相と首相官邸 22 右翼団体｢即位礼正殿の儀｣を

で会談。李洛淵首相は、文在寅 めぐる奉送迎、神社参拝等

大統領の親書を手交 (14都府県)

23 ｢内閣総理大臣夫妻主催晩餐

会｣等に伴う警備

26 中核派(党中央)系｢10・31狭 26 共産党｢全国青年・学生党員

山闘争｣(東京) 決起集会｣(東京) 25 ｢饗宴の儀(第２日)｣に伴う警備

25～26 Ｇ20観光大臣会合に伴う

警備(北海道)

25～26 右翼団体｢Ｇ20観光大臣

29 北方四島における共同経済活 会合｣をめぐる抗議活動(北海道)

動の観光パイロットツアーが根 27～28 右翼団体｢竹島奪還の日｣

室港を出発 をめぐり｢竹島返還｣等を主張す

る街宣等(10都道府県)

30～31 中核派(党中央)系｢10･31

狭山闘争｣(大阪、広島) 29 ｢饗宴の儀(第３日)｣に伴う警備

31 ｢饗宴の儀(第４日)｣に伴う警備
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国 際 情 勢 国 内 情 勢

１ 米国のポンぺオ国務長官は、北朝鮮による非核化の取組みに関し

「進行があまりにも遅すぎる」と不満を表明

１ 中国政府と中国国有通信大手３社は、北京や上海等の主要都市で

高速通信規格５Ｇの商用サービスを開始

１ ロシアで、国内のインターネット空間を国家権限で国外のネット ２ ラグビーワールドカップ2019閉幕

ワークから遮断できるようにする法律（主権インターネット法）が ２ 薩摩硫黄島硫黄岳が噴火

施行

２ 香港警察は、ビクトリア公園で開催された民主派による選挙集会

に立ち入り、許可のない集会として催涙弾を発砲するなどして、強

制排除。抗議活動が本格化して以降、選挙集会での催涙弾の使用は

初

４ 安倍晋三首相は、タイ・バンコク近郊で開かれたＡＳＥＡＮ＋３

首脳会議等において、「北朝鮮の弾道ミサイル発射は安保理決議の

明白な違反」と発言

４ 中国の習近平国家主席は、香港における抗議活動が本格化して以

降、初めて、香港の林鄭月娥行政長官と上海で会談。林鄭氏に対し

て「高度に信頼し、あなたのチームの仕事を十分に評価している」

と発言

５ ロシア反ドーピング機関（ＲＵＳＡＤＡ）のガヌス所長は、ロシ

アが組織的ドーピングに関し、世界反ドーピング機関（ＷＡＤＡ）

に提出したデータに「数千もの改ざんがあった」と発言

６ 中国共産党の最高指導部で香港政策を担当する韓正副首相は、香

港における抗議活動が本格化して以降、初めて、林鄭月娥行政長官

と北京で会談

７ 北朝鮮の朝鮮中央通信ウェブサイトは、ＡＳＥＡＮ＋３首脳会議

等の場で北朝鮮による弾道ミサイル発射を「安保理決議の明白な違

反」などと批判した安倍首相を非難するとともに、日本列島上空を

通過する弾道ミサイルの発射を示唆する北朝鮮の宋日昊外務省大使

の談話を掲載

７ 米国国防総省は、米韓両空軍による合同軍事演習を近く実施する

とし、2015年から2017年までの冬期に行われた「ビジラント・エー

ス」より規模が縮小されると発表

８ 香港の公共放送「RTHK」は、抗議活動が続く香港で、デモ隊と警

察隊の衝突現場付近で負傷し、重体となっていた男子大学生が死亡

と報道。香港における反政府デモで死者が出るのは初

８ 米国のトランプ大統領は、2020年５月にロシアで開催される第二

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に合わせ、

ロシア訪問を検討していると発言

13 朝鮮中央通信ウェブサイトは、米韓両空軍による合同軍事演習が

計画されていることについて、昨年の米朝共同声明を「全面否定」

するものだと非難し、「我が方がやむを得ず選択することになるこ

ともあり得る『新たな道』が『米国の将来』にゆくゆくいかなる影

響を及ぼすかについて悩むべきである」などとする国務委員会報道

官談話を掲載

13～14 ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカの新興５か

国（ＢＲＩＣＳ）による第11回首脳会議がブラジル・ブラジリアで

開催され、全体会議では、多国間体制の強化をうたった「ブラジリ

ア宣言」を採択

15 米国のエスパー国防長官は、韓国・ソウルにおいて韓国の文在寅

大統領と会談。11月23日に失効する日韓秘密軍事情報保護協定（日

韓ＧＳＯＭＩＡ）の必要性を伝える一方、文在寅大統領は、日本に

対し軍事情報を共有することは難しいと韓国の基本的な立場を説明

17 エスパー国防長官と韓国の鄭景斗国防部長官は、バンコクで会談し、

予定していた米韓両空軍による合同軍事演習を延期することで合意

18 ロシア外務省は、2018年11月にロシアの沿岸警備艇がクリミア半

島周辺海域で拿捕したウクライナ海軍の艦艇３隻をウクライナに返

還したと発表 19 広島県呉市幸町所在の海上自衛隊呉地方総監部の上空でドローン

22 韓国政府は、日韓ＧＳＯＭＩＡについて、韓国が「いつでもＧＳ を飛行させた男を、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機

ＯＭＩＡを終了できるという前提」の下で終了通告の効力を停止す 等の飛行の禁止に関する法律違反で検挙（広島・全国初適用）

ると発表

25 北朝鮮の朝鮮中央放送は、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が北

朝鮮・黄海南道の昌麟島防御隊を視察し、海岸砲の射撃を指示した

と報道。これに対し、韓国国防部は、2018年９月に締結した軍事的

緊張の緩和等を盛り込んだ合意文書に違反していると遺憾の意を表明

27 トランプ大統領は、香港の「高度な自治」の検証等を米国政府に

義務付ける「香港人権・民主主義法案」に署名し、同法が成立

28 韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が午後４時59分頃、東部の咸鏡南

道連浦（ﾘｮﾝﾎﾟ）付近から日本海に向けて短距離飛翔体を２発発射

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

１ 超党派の国会議員でつくる日韓 １ 共産党・志位和夫委員長ら共 １ 上皇上皇后両陛下｢ラグビー

議員連盟と韓国の韓日議員連盟 産党の国会議員15人が、日韓・ ワールドカップ2019日本大会３

による合同総会が都内で開催され、 韓日議員連盟合同総会に出席 位決定戦｣御覧に伴う警衛(東京)

｢首脳会談を早期に開催するよう (東京)

促す｣とする共同声明を採択

２ 朝鮮総聯の活動家、朝鮮学校 ２ 皇嗣同妃両殿下｢ラグビーワー

関係者、日本人支援者等が、東京 ルドカップ2019日本大会決勝戦

都内において、朝鮮学校付属幼稚 及び閉会式｣御臨席に伴う警衛

班に対する幼児教育・保育無償化 (神奈川)

の適用を求め集会及びデモを実施

２ 北方四島における共同経済活 ３ 中核派(党中央)系｢11･３全国 ３ 共産党｢幹部会｣(東京) ３～５ 安倍首相｢ＡＳＥＡＮ関

動の観光パイロットツアーが根 労働者総決起集会／改憲阻止！ ３ ｢安倍改憲発議阻止！辺野古 連首脳会議｣出席に伴う警護(タ

室港に帰港。天候悪化のため予 １万人行進｣(東京) 新基地建設やめろ！東北アジア イ)

定を１日前倒しで終了 に平和と友好！11･３憲法集会 ３～６ 右翼団体｢文喜相・韓国

４ 安倍首相は、バンコク近郊で in国会正門前｣(東京) 国会議長来日｣をめぐる街宣等

開かれたＡＳＥＡＮ＋３首脳会 ３ ｢輝け憲法！いかそう９条！ (東京)

議に先立ち、韓国の文在寅大統 11.３おおさか総がかり集会｣

領とやりとり (大阪)

４ 安倍首相は、バンコク近郊で ４～５ 共産党｢第８回中央委員

中国の李克強首相と会談。来春 会総会｣(東京)

に予定される習近平国家主席の

国賓来日に向けて協力していく

ことを確認

５ Ｇ20国会議長会議に出席するた

め来日中の韓国の文喜相国会議長 ９ 革労協主流派｢｢国民祭典｣｣粉

が都内で講演。旧朝鮮半島出身労 砕闘争｣(東京)

働者らへの賠償について、日韓の 10 中核派(党中央)系｢天皇パレ

企業及び民間募金等による基金を ード弾劾情宣｣(東京) ９ ｢天皇陛下御即位をお祝いする

活用する案を発表し、また、今年２ 国民祭典｣に伴う警備

月に慰安婦問題に関して天皇に 14 極左各派 ｢大嘗宮の儀｣等に 10 天皇皇后両陛下｢祝賀御列の

謝罪を求めた事について陳謝 反対する集会等(６都府県) 儀｣に伴う警備

８ 広州市中級人民法院は、麻薬 10 右翼団体｢祝賀御列の儀｣をめ

運搬罪に問われた元愛知県稲沢 ぐる奉送迎(東京)

市議に対する判決公判を開き、 14～15 天皇皇后両陛下｢大嘗宮

無期懲役と判決 の儀｣に伴う警備

13 韓国の元慰安婦ら20人が、日 14～15 右翼団体｢大嘗宮の儀｣を

本政府に対し賠償を求めた訴訟 めぐる啓蒙街宣、神社参拝等

の第１回口頭弁論がソウル中央 (３都府県)

地方裁判所で開廷。日本政府は 16 天皇皇后両陛下｢大饗の儀(第

「主権免除」の原則を理由に訴 １日)｣に伴う警備

訟自体を認めず欠席

15 刑法と反スパイ法に違反した 18 天皇皇后両陛下｢大饗の儀(第

疑いで、９月から中国当局に拘 ２日)｣に伴う警備

束されていた日本人男性が帰国 19 ｢安倍改憲発議反対！辺野古

22 韓国政府は、日韓間で輸出管理 新基地建設やめろ！自衛隊の中

政策の対話が正常に行われる間は、 東派兵反対！東北アジアに平和 21～23 天皇皇后両陛下｢即位礼

日本による輸出管理厳格化を不当 と友好！11･19国会議員会館前 及び大嘗祭後神宮に親謁の儀｣

として世界貿易機関（ＷＴＯ）に 行動｣(東京) に伴う警衛(三重)

提訴した手続を停止すると発表 20 平成27年にオウム真理教主流 22～23 Ｇ20外務大臣会合に伴う

22 経済産業省は、韓国が貿易管理 派が提起した国を被告とする観 警備(愛知)

体制の改善に向けた意欲を示して 察処分取消訴訟に関する控訴審 22～23 右翼団体「Ｇ20外務大臣

いるとして、日韓貿易当局の局長級 で、東京高等裁判所は、第一審 会合」をめぐる街宣等（愛知）

政策対話を行う方針であると発表 同様、観察処分は適法だとして

22 茂木敏充外相は、ロシアのラヴ 主流派の請求を棄却 23～26 ローマ教皇来日に伴う警

ロフ外相と名古屋で会談し、12月に 22～24 民青同｢第43回全国大会｣ 護(東京、広島、長崎)

ロシア・モスクワを訪問し、平和 (東京) 26～28 天皇皇后両陛下｢即位礼

条約交渉を行うことで一致 26 ｢｢集団的自衛権付き｣自衛隊 及び大嘗祭後神武天皇山陵、孝

23 茂木外相は、韓国の康京和外 の憲法明記を許さない！11･26 明天皇山陵及び明治天皇山陵に

相と名古屋で会談し、12月に中 オール埼玉総行動｣(埼玉) 親謁の儀｣に伴う警衛(奈良、京

国・成都で予定されている日中 都)

韓首脳会談に合わせ日韓首脳会

談の開催を調整することで一致

27 菅義偉官房長官は、７月に中国

・長沙市で中国の国内法に違反した

疑いで50歳代の日本人男性が中

国当局に拘束されたと発表

29 英国・ロンドンのロンドン橋

付近で、刃物使用の襲撃事件が

発生し、２人が死亡、３人が負

傷


