
年 防 衛
2018

（平成30）
　1.　9 日米防衛相電話会談
　1.　9 平成29年度日米共同統合演習（指揮所

演習）（～2.3）
　1.21 多国間共同訓練コブラ・ゴールド18へ

の参加（～2.23）
　1.15 日スペイン防衛相会談（東京）
　1.26 日仏外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）（東京）
　1.26 空自三沢基地に初のF-35A配備
　1.27 日仏防衛相会談（東京）
　1.29 新潟県佐渡市における給水支援に係る

災害派遣（～2.2）
　1.30 石川県輪島市における給水支援に係る

災害派遣（～2.2）
　2.　6 福井県における大雪に係る災害派遣

（～2.10）
　2.14 日ASEANコープ・ノースグアム2018

研修プログラム（～2.21）（グアム）
　2.15 福井県福井市における除雪支援に係る

災害派遣（～2.18）
　2.16 山本防衛副大臣のミュンヘン安全保障

会議出席（～2.18）
　2.16 「南スーダン国際平和協力業務実施計画」

変更の閣議決定
　2.21 青森県上北郡東北町における燃料等の

回収に係る災害派遣（～3.7）
　2.26 HA/DR（人道支援／災害救援）に関する

日ASEAN招へいプログラム（関東）（～3.2）
　3.26 海自練習機TC-90 5機のフィリピンへの

移転完了
　3.27 第22回アジア太平洋地域防衛当局者

フォーラム（東京ディフェンス・フォーラム）
の開催（東京）（～3.28）

　3.27 陸上総隊及び水陸機動団の新編
並びに初の機動師団・旅団への改編

　4.　6 Xバンド防衛通信衛星「きらめき1号」
打ち上げ

　4.　9 日ベトナム防衛相会談（東京）
　4.　9 島根県大田市における給水支援に係る

災害派遣（～4.11）
　4.11 大分県中津市における山崩れに伴う人

命救助に係る災害派遣（～4.23）
　4.20 日米防衛相会談（ワシントンD.C.）
　4.22 日加物品役務相互協定（ACSA）への署名
　4.29 沖縄県宮古島市伊良部島における給水

支援に係る災害派遣（～5.2）
　5.　4 日フィンランド防衛相会談
　5.　6 日エストニア防衛相会談
　5.　9 日中防衛当局間で海空連絡メカニズム

に署名
　5.10 日UAE防衛協力・交流覚書署名
　5.10 第2回日ASEAN乗艦協力プログラム

（インドネシア～マレーシア）（～5.15）
　5.15 「海洋基本計画」閣議決定
　5.18 「南スーダン国際平和協力業務実施計画」

変更の閣議決定
　5.21 日シンガポール防衛相会談（東京）
　5.22 パシフィック・パートナーシップ2018

への参加（～6.2）
　5.29 日米防衛相会談（ハワイ）
　6.　2 小野寺防衛大臣の第17回IISSアジア安全

保障会議（シャングリラ会合）出席（～6.3）
　6.　3 日英防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日比防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日独防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日米豪防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日越防衛相会談（シンガポール）
　6.　3 日米韓防衛相会談（シンガポール）
　6.　3 日韓防衛相会談（シンガポール）
　6.　3 日仏防衛相会談（シンガポール）
　6.　8 日中防衛当局間の海空連絡メカニズム

運用開始
　6.14 日米防衛相電話会談
　6.18 大阪府北部を震源とする地震に係る災

害派遣（～6.26）
　6.19 平成30年度自衛隊統合防災演習（～6.22）
　6.29 日米防衛相会談（東京）
　7.　6 平成30年7月豪雨に係る災害派遣（～8.18）
　7.11 平成30年7月豪雨に係る即応予備自衛

官の災害等招集を閣議決定
　7.11 即応予備自衛官に対する災害等招集命令

（～7.31）
　7.13 日仏物品役務相互協定（ACSA）への署名
　7.31 日露防衛相会談（モスクワ）
　7.31 日露外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）（モ

スクワ）
　8.　6 山形県最上郡戸沢村における給水・給

食に係る災害派遣（～8/8）
　8.10 日米防衛相電話会談
　8.10 群馬県草津白根山付近における行方不

明機の捜索に係る災害派遣（～8/11）
　8.20 日印防衛相会談（デリー）
　8.21 日スリランカ防衛相会談（スリジャヤ

ワルダナプラコッテ）
　9.　1 平成30年度在外邦人等保護措置訓練（国

外）（～9.9）
　9.　3 日豪防衛相電話会談
　9.　6 北海道胆振東部地震に係る災害派遣

（～10.14）

国 内
　1.12 日エストニア首脳会談（タリン）
　1.13 日ラトビア首脳会談（リガ）
　1.13 日リトアニア首脳会談（ビリニュス）
　1.14 日ブルガリア首脳会談（ソフィア）
　1.15 日セルビア首脳会談（ベオグラード）
　1.16 日ルーマニア首脳会談（ブカレスト）
　1.18 日豪首脳会談（東京）
　2.　2 日米首脳電話会談
　2.　6 日独首脳会談（東京）
　2.　7 ペンス米国副大統領の安倍内閣総理大

臣表敬
　2.　9 日韓首脳会談（平昌）
　2.14 日米首脳電話会談
　2.14 日ノルウェー首脳会談（東京）
　2.20 青森県上北郡東北町の小川原湖に米軍

機が燃料タンクを投棄
　2.23 日チリ首脳会談（東京）
　3.　6 日加首脳電話会談
　3.　9 日米首脳電話会談
　3.13 岩礁破砕等行為の差止訴訟について那覇

地裁判決（普天間飛行場代替施設建設）
　3.14 日スリランカ首脳会談（東京）
　3.15 日独首脳電話会談
　3.23 沖縄県が那覇地裁判決を不服として福

岡高裁那覇支部に控訴（普天間飛行場
代替施設建設）

　3.31 牧港補給地区（国道58号沿い）の土
地の返還

　4.　5 日イラク首脳会談（東京）
　4.11 日ブータン首脳会談（東京）
　4.12 日スイス首脳会談（東京）
　4.17 日米首脳会談（フロリダ）
　4.28 日米首脳電話会談
　4.29 日韓首脳電話会談
　4.30 日UAE首脳会談（アブダビ）
　5.　1 日ヨルダン首脳会談（ヨルダン）
　5.　1 日パレスチナ首脳会談（パレスチナ）
　5.　2 日イスラエル首脳会談（イスラエル）
　5.　4 日中首脳電話会談
　5.　9 日中韓サミット（東京）
　5.10 日米首脳電話会談
　5.15 日サモア首脳会談（東京）
　5.16 日フィジー首脳会談（東京）
　5.18 安倍内閣総理大臣の第8回太平洋・島

サミット出席（福島）（～5.19）
　5.24 安倍内閣総理大臣のロシア訪問（～5.26）
　5.25 日仏首脳会談（サンクトペテルブルク）
　5.26 日露首脳会談（モスクワ）
　5.28 日米首脳電話会談
　6.　7 日米首脳会談（ワシントンD.C.）
　6.　8 安倍内閣総理大臣のG7シャルルボワ・

サミット出席（～6.9）
　6.　8 日独首脳会談（シャルルボワ）
　6.　8 日英首脳会談（シャルルボワ）
　6.　8 日伊首脳会談（シャルルボワ）
　6.　8 日加首脳会談（シャルルボワ）
　6.11 日米首脳電話会談
　6.12 日米首脳電話会談
　7.17 日EU定期首脳協議（東京）
　8.　1 日マルタ首脳会談（東京）
　8.　7 日セントビンセント首脳会談（東京）
　8.22 日米首脳電話会談
　9.　5 日エクアドル首脳会談（東京）
　9.10 日露首脳会談（ウラジオストク）
　9.11 日モンゴル首脳会談（ウラジオストク）
　9.12 日中首脳会談（ウラジオストク）
　9.24 日トルコ首脳会談（ニューヨーク）
　9.25 日韓首脳会談（ニューヨーク）
　9.26 日イラン首脳会談（ニューヨーク）
　9.26 日米首脳会談（ニューヨーク）
10.　5 日タジキスタン首脳会談（東京）
10.　8 日ベトナム首脳会談（東京）
10.　8 日カンボジア首脳会談（東京）
10.　8 日ラオス首脳会談（東京）
10.　8 日タイ首脳会談（東京）
10.　9 第10回日・メコン地域諸国首脳会議

（東京）
10.　9 アウン・サン・スー・チー・ミャン

マー国家最高顧問との会談（東京）
10.12 日リトアニア首脳会談（東京）
10.16 日スペイン首脳会談（マドリード）
10.17 日仏首脳会談（パリ）
10.18 第12回ASEM首脳会談（ブリュッセル）

（～10.19）
10.18 第2回「V4＋日本」首脳会談（ブ

リュッセル）
10.18 日EU首脳会談（ブリュッセル）
10.18 日独首脳会談（ブリュッセル）
10.19 日伊首脳会談（ブリュッセル）
10.19 日シンガポール首脳会談（ブリュッセル）
10.19 日オーストリア首脳会談（ブリュッセル）
10.26 日中首脳会談（北京）
10.29 日印首脳会談（東京）
11.　6 日マレーシア首脳会談（東京）
11.　9 日米首脳電話会談
11.14 日ASEAN首脳会談（シンガポール）
11.14 日露首脳会談（シンガポール）
11.15 日シンガポール首脳会談（シンガポール）

国 際
　1.　9 南北高官級協議
　1.10 中国潜没潜水艦1隻が宮古島及び大正島周辺のわが国接続水域に入域（～1.11）
　1.11 中国艦艇1隻が大正島周辺のわが国接続水域に入域
　1.17 米海軍駆逐艦1隻が南シナ海のスカーボロ礁の12海里以内で「航行の自

由作戦」を実施（報道）
　1.19 米国家防衛戦略発表
　1.29 中国の情報収集機1機が対馬海峡を通過し、東シナ海から日本海に進出
　1.29 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上、一時的に日本海に進出した後に同海峡

を南下
　1.31 トランプ米国大統領一般教書演説
　2.　2 米国「核態勢の見直し」（NPR）を発表
　2.　5 モルディブ非常事態宣言
　2.　8 北朝鮮、軍事パレードを実施
　2.　9 平昌オリンピック（～2.25）
　2.10 スリランカ非常事態宣言
　2.14 南アフリカ、ズマ大統領辞任
　2.15 エチオピア首相辞任
　2.15 米国等、2017年6月に大規模な被害をもたらしたランサムウェア「Not Petya」

が露によるものとして非難
　2.16 エチオピア非常事態宣言
　2.23 米豪首脳会談
　2.26 中国艦艇1隻が日本海進出（～2.28）
　2.27 中国のY-9情報収集機1機による対馬海峡の西水道通過を初確認
　3.　1 ロシアのプーチン大統領が年次教書演説で新型兵器を紹介
　3.　5 第13回全国人民代表大会（全人代）第1回会議（～3.20）
　3.　5 韓国、特別使節団が北朝鮮を訪問、金正恩委員長と会談
　3.　9 平昌パラリンピック（～3.18）
　3.18 プーチン露大統領再選（4期目）
　3.18 トルコ政府、シリア・アフリン市の制圧を発表
　3.23 中国の爆撃機4機、情報収集機1機、電子戦機1機が沖縄本島・宮古島間を通

過して太平洋に至り、その後反転して沖縄本島と宮古島間を通過して大陸へ飛
行。同時刻、戦闘機（推定）2機も東シナ海から沖縄本島・宮古島間まで飛行

　3.23 仏南部トレブにおいて人質たてこもり事案発生
　3.23 米海軍駆逐艦1隻が南シナ海の南沙諸島・ミスチーフ礁の12海里以内で

「航行の自由作戦」を実施（報道）
　3.25 北朝鮮、金正恩委員長訪中（～3.28）
　3.26 中朝首脳会談
　3.26 エジプト大統領選挙
　4.　5 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋へ進出
　4.10 中国の無人機（BZK-005）とみられる機体が東シナ海（日本の防空識別

圏内）を飛行
　4.12 中国、南シナ海で海上閲兵式を開催
　4.14 米英仏、シリアの化学兵器関連施設に対する軍事行動
　4.18 中国の爆撃機2機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、バ

シー海峡方面へ飛行
　4.19 中国の爆撃機2機、戦闘機（推定）2機、電子戦機1機、情報収集機1機

が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋に至り、その後、爆撃機2機、
電子戦機1機、情報収集機1機はバシー海峡方面へ飛行

　4.20 北朝鮮、「核実験と大陸間弾道弾ロケット試験発射」の中止及び核実験
場の廃棄を表明

　4.20 中国の爆撃機2機が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋に至り、バ
シー海峡方面へ飛行

　4.20 中国の空母「遼寧」の艦載戦闘機（推定）が太平洋上で飛行するのを初
確認

　4.21 空母「遼寧」を含む中国艦艇7隻が沖縄本島と宮古島間を通過し東シナ
海へ移動

　4.24 中国艦艇1隻が日本海進出（～4.29）
　4.26 中国の爆撃機2機、戦闘機（推定）2機、電子戦機1機、情報収集機1機

が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋に至り、戦闘機（推定）2機は
反転して沖縄本島・宮古島間を再通過し大陸方面へ飛行、爆撃機2機、
電子戦機1機、情報収集機1機はバシー海峡方面へ飛行

　4.27 南北首脳会談、「板門店宣言文」合意
　4.28 中国の情報収集機1機が対馬海峡を通過し、東シナ海から日本海に進出
　5.　8 中朝首脳会談
　5.　8 トランプ米国大統領、イランとの核合意からの離脱を発表
　5.11 中国の爆撃機2機、戦闘機（推定）2機は沖縄本島・宮古島間を通過し

て太平洋に至り、戦闘機（推定）2機はその後反転して再び沖縄本島・
宮古島間を通過し大陸方面に飛行、爆撃機2機はバシー海峡方面へ飛行。
爆撃機2機、情報収集機1機及び電子戦機1機はバシー海峡方面の太平
洋から沖縄本島・宮古島間を通過して東シナ海へ移動

　5.12 仏パリ中心部オペラ座付近で襲撃事案発生
　5.13 インドネシア・スラバヤの教会で自爆テロ事案が発生
　5.13 中国初の国産空母、第1回目の海上試験を実施（～5.18）
　5.18 中国の爆撃機などが南シナ海で離着陸訓練を実施（西沙諸島ウッディー

島との指摘）
　5.21 米国、新たな対イラン戦略を発表
　5.25 中国の爆撃機2機が沖縄本島と宮古島間を通過して東シナ海へ飛行
　5.26 南北首脳会談
　5.27 米海軍駆逐艦1隻・巡洋艦1隻が南シナ海の西沙諸島の12海里以内で

「航行の自由作戦」を実施（報道）
　6.　3 中国艦艇1隻が沖縄本島・宮古島間を通過して日本海へ進出
　6.　4 中国の情報収集機1機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、

バシー海峡方面へ飛行したのち反転し、再び沖縄本島と宮古島間を通過
　6.　4 中国艦艇1隻が沖縄本島・宮古島間を通過し東シナ海へ移動
　6.12 米朝首脳会談
　6.17 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進し、太平洋へ向け

て航行
　6.18 米国防省、フリーダム・ガーディアンの停止を発表
　6.19 金正恩委員長訪中（～6.20）
　6.19 中朝首脳会談
　6.22 米国防省、韓国海兵隊派遣プログラムの停止を発表
　6.23 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北進し、東シナ海へ向け

て航行
　6.24 中国艦艇1隻が日本海進出（～6.29）
　6.24 トルコ大統領選挙及び議会総選挙
　6.27 南スーダンで恒久的停戦合意が成立
　6.29 中国海軍病院船が、尖閣諸島大正島北のわが国接続水域に入域
　6.29 在韓米軍司令部、ソウルから平澤へ移転
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年 防 衛
　9.　7 北海道胆振東部地震に係る即応予備自

衛官の災害等招集を閣議決定
　9.　7 即応予備自衛官に対する災害等招集命令

（～9.24）
　9.　9 日ASEAN防衛当局次官級会合（名古屋）
　9.11 日マレーシア防衛相会談（東京）
　9.21 日エストニア防衛相会談（東京）
10.　2 岩屋防衛大臣就任
10.　3 インドネシアでの地震・津波に対する

国際緊急援助活動（～10.25）
10.10 日豪防衛相会談（シドニー）
10.10 日豪外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）（シ

ドニー）
10.13 平成30年度日米共同統合防災共同訓練

（～10.14）
10.14 自衛隊記念日行事観閲式
10.19 日米防衛相会談（シンガポール）
10.19 日中防衛相会談（シンガポール）
10.19 日米韓防衛相会談（シンガポール）
10.20 日韓防衛相会談（シンガポール）
10.20 日ASEAN防衛担当大臣会合（シンガ

ポール）
10.20 第5回拡大ASEAN国防相会議（シンガ

ポール）
10.24 山口県周防大島町における給水支援に

係る災害派遣（～11.7）
10.29 平成30年度日米共同統合演習

（KeenSword19/30FTX）（～11.8）
12.　6 四国沖における米軍機の乗員の捜索救

助に係る災害派遣（～12.11）
12.11 平成30年度在外邦人等保護措置訓練（国

内）（～12.14）
12.20 韓国艦艇による海自哨戒機への火器管

制レーダー照射事案
12.25 岐阜県関市におけるCSF（豚熱）に係

る初の災害派遣（～12.27）
12.26 日中防衛当局間の海空連絡メカニズム

に基づく第1回年次会合（北京）開催
12.28 韓国艦艇の火器管制レーダー照射事案

に関する動画を公表

2019
（平成31）

　1.11 日仏防衛相会談（ブレスト）
　1.11 日仏外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）（ブ

レスト）
　1.14 多国間共同訓練コブラ・ゴールド19（～2.23）
　1.17 岩屋防衛大臣とシャナハン米国防長官

代行の会談（ワシントンD.C）
　1.21 平成30年度自衛隊統合演習（指揮所演

習）（～1.26）
　1.21 韓国艦艇の火器管制レーダー照射事案に

関する防衛省としての最終見解を公表
　1.23 日豪防衛相会談（東京）
　1.23 埼玉県比企郡ときがわ町における山林

火災に係る災害派遣（～1.25）
　1.24 和歌山県田辺市における山林火災に係

る災害派遣（～1.26）
　2.　5 日フィンランド防衛相会談（東京）
　2.　5 愛知県等におけるCSF（豚熱）に係る

災害派遣（～2.9）

国 内
11.15 第21回ASEAN＋3首脳会議（シンガ

ポール）
11.15 東アジア首脳会議（シンガポール）
11.15 日インドネシア首脳会談（シンガポール）
11.15 日ニュージーランド首脳会談（シンガ

ポール）
11.15 日フィリピン首脳会談（シンガポール）
11.16 日豪首脳会談（オーストリア）
11.17 日パプアニューギニア首脳会談（ポート・

モレスビー）
11.18 APEC首脳会議（ポート・モレスビー）
11.18 日チリ首脳会談（ポート・モレスビー）
11.18 日加首脳会談（ポート・モレスビー）
11.19 日ブルキナファソ首脳会談（東京）
11.27 日ヨルダン首脳会談（東京）
11.30 G20ブエノスアイレス・サミット（ブ

エノスアイレス）（～12.1）
11.30 日仏首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 日米首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 日印首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 日中首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 東京地裁立川支部、横田基地騒音訴訟

（第9次・12次）判決
12.　1 日露首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　1 日英首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　1 日トルコ首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　1 日EU首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　2 日ウルグアイ首脳会談（モンテビデオ）
12.　2 日パラグアイ首脳会談（アスンシオン）
12.　5 岩礁破砕等行為の差止訴訟について福岡

高裁判決（普天間飛行場代替施設建設）
12.11 日ガーナ首脳会談（東京）
12.13 日モンゴル首脳会談（東京）
12.18 日ザンビア首脳会談（東京）
12.18 「平成31年度以降に係る防衛計画の大

綱について」「中期防衛力整備計画（平
成31年度～平成35年度）について」　
国家安全保障会議、閣議決定

　1.　8 日ルワンダ首脳会談（東京）
　1.　9 日蘭首脳会談（ロッテルダム）
　1.10 日英首脳会談（ロンドン）
　1.22 日露首脳会談（モスクワ）
　1.23 日ブラジル首脳会談（ダボス）
　1.29 日カタール首脳会談（東京）
　2.　4 日独首脳会談（東京）
　2.15 日オーストリア首脳会談（東京）
　2.20 日米首脳電話会談
　2.28 日米首脳電話会談
　3.　8 日パラオ首脳会談（東京）
　3.24 政府専用機がB-747からB-777に任務

交代
　3.31 牧港補給地区（第5ゲート付近の区域）

の土地の返還
　4.　4 日パナマ首脳会談（東京）
　4.16 福岡高裁那覇支部、普天間基地騒音訴

訟（第3次・5次）判決

国 際
　6.29 米NBC、北朝鮮が秘密施設で核燃料（濃縮ウラン）を増産中と報道
　7.　1 中国海警部隊、武警隷下に編入
　7.　7 米艦艇2隻が台湾海峡通過
　7.10 韓国政府、米韓演習中止に伴い今夏予定の韓国単独の「乙支（ウルチ）

演習」も中止すると発表
　7.12 NATOブリュッセル首脳会合
　7.23 北朝鮮分析サイト「38ノース」、東倉里の衛星発射場で主要施設の解体

が始まったと発表。※8月22日のレポートでは解体作業が8月3日以降、
停滞と発表

　7.27 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、
その後反転して再び東シナ海へ飛行

　7.27 中国艦艇1隻が日本海進出
　8.　3 中国が初モデルの極超音速飛翔体の発射試験に成功と発表
　8.　6 中国艦艇3隻が大隅海峡を西進し、東シナ海へ向けて航行
　8.　8 中国艦艇3隻が大隅海峡を東進し、太平洋へ向けて航行
　8.14 英ロンドンで車両突入事案発生
　8.28 中国艦艇1隻が日本海進出（～8.29）
　8.29 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へ飛行
　8.29 ロシア艦艇14隻が宗谷海峡を通過しオホーツク海へ移動（～8.30）
　9.　1 ロシアの哨戒機2機が、わが国周辺を一周する経路で飛行
　9.　1 ロシア艦艇28隻が宗谷海峡を通過し日本海へ移動（～9.2）
　9.　6 米印防衛・外務2＋2
　9.　9 平壌で建国70周年慶祝閲兵式（軍事パレード）。ICBMなど弾道ミサイ

ルは登場せず
　9.11 ロシアが大規模演習「ヴォストーク2018」の実動段階を開始（～9.17）
　9.12 南スーダン政府及び反政府勢力を含む関係者が、「再活性化された衝突

解決合意」に署名
　9.14 南北共同連絡事務所が開所（開城）
　9.18 米国防省サイバー戦略公表
　9.18 文在寅韓国大統領訪朝（～9.20）
　9.18 南北首脳会談（～9.19）
　9.18 シリア政府軍が露軍航空機を誤射、撃墜
　9.19 ロシアの戦闘機を含む3機が日本海を長距離飛行（Su-35戦闘機を対領

空侵犯措置により初確認）
　9.20 米国務省、中国中央軍事委員会装備発展部を制裁対象に指定
　9.24 米政府、台湾への武器売却（3.3億ドル相当）を議会に通知
　9.30 米海軍駆逐艦1機が南沙諸島・ガベン礁及びジョンソン南礁の12海里以

内で「航行の自由作戦」を実施（報道）
　9.30 中国軍の駆逐艦が米艦艇に異常に接近
10.　2 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北進、東シナ海へ向けて

航行
10.　2 イラク新政権発足
10.　2 サウジ人ジャーナリストが在トルコ総領事館で死亡
10.　4 米国家対テロ戦略発表
10.19 米韓政府、12月に予定されていた合同軍事演習「ヴィジラント・エース」

の中止を発表
10.20 トランプ大統領、INF全廃条約離脱方針を表明
10.20 アフガニスタン下院選挙
10.22 米艦艇2隻が台湾海峡通過
10.22 中国・ASEAN初の海上共同演習（湛江）（～10.28）
10.25 安倍首相訪中（～10.27）
10.25 イスラエル・オマーン首脳会談
10.28 中国艦艇1隻が日本海進出（～10.29）
10.29 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へ飛行
11.11 第一次世界大戦終戦100周年記念式典（パリ）
11.17 APEC首脳会議（パプアニューギニア）（～11.18）
11.24 台湾統一地方選で民進党が大敗、蔡英文総統が党主席辞任
11.25 中国艦艇1隻が日本海進出（～11.26）
11.26 米海軍巡洋艦1隻が南シナ海の西沙諸島周辺で「航行の自由作戦」を実

施（報道）
11.26 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へ飛行
11.28 米艦艇2隻が台湾海峡通過
12.　1 米中首脳会談
12.　5 米海軍駆逐艦1隻がピョートル大帝湾周辺で「航行の自由作戦」を実施

（報道）
12.　6 イエメン和平協議（～12.13）
12.　7 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進、太平洋へ向けて航行
12.　8 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を西進し、東シナ海へ向け

て航行
12.11 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進、太平洋へ向けて航行
12.12 中国の情報収集機1機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、

奄美大島沖まで飛行したのち反転し、再び沖縄本島と宮古島間を通過
12.14 中国の情報収集機1機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、

奄美大島沖まで飛行したのち反転し、再び沖縄本島と宮古島間を通過
12.14 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北西進、東シナ海に向けて航行
12.27 UAEが在シリア大使館を再開
12.27 中国の情報収集機1機が、東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に飛

来し、その後反転して再び東シナ海へ飛行
　1.　1 米イージス駆逐艦1隻が西沙諸島で「航行の自由作戦」実施
　1.　1 金正恩委員長、新年の辞で、これ以上核兵器の製造・実験を行わず、使用・

拡散もしないと言及
　1.　7 金正恩委員長、訪中（～1.10）
　1.　7 米艦艇1隻が西沙諸島周辺の12海里内で「航行の自由作戦」を実施
　1.15 韓国「国防白書2018」発表
　1.17 米国がミサイル防衛見直し（MDR）を発表
　1.24 米艦艇2隻が台湾海峡を通過
　1.24 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北西進し、東シナ海に向

けて航行
　2.　2 米国がINF全廃条約からの脱退を通告
　2.11 米駆逐艦2隻、ミスチーフ礁周辺で航行の自由作戦を実施
　2.16 中国艦艇3隻が日本海進出（～2.24）
　2.23 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へと飛行
　2.25 米艦艇2隻、台湾海峡を通過
　2.27 第2回米朝首脳会談（～2.28）
　3.　4 ロシアがINF全廃条約の義務履行停止を米側に通告
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年 防 衛
　2.14 愛知県田原市におけるCSF（豚熱）に

係る災害派遣（～2.20）
　2.19 岐阜県瑞浪市におけるCSF（豚熱）に

係る災害派遣（～2.21）
　2.20 築城基地所属F－2のレーダー航跡消失

に係る航空救難
　3.　3 パシフィック・パートナシップ2019（～5.19）
　3.　8 ADMMプラス防衛医学実動演習（ラク

ナウ）（～3.18）
　3.12 第23回アジア太平洋地域防衛当局者

フォーラム（東京ディフェンス・フォー
ラム）の開催（東京）（～3.13）

　3.12 UH-1Hの部品等の無償譲渡に係る引渡
し式典、一部の部品等の引渡し

　3.25 日オマーン防衛相会談（東京）
　3.26 奄美駐屯地及び宮古島駐屯地の新設
　3.27 愛知県瀬戸市におけるCSF（豚熱）に

係る災害派遣（～3.30）
　3.28 愛知県田原市におけるCSF（豚熱）に

係る災害派遣（～4.1）
　4.　2 「シナイ半島国際平和協力業務実施計画」

の閣議決定
　4.　5 長野県佐久穂町における山林火災に係

る災害派遣（～4.7）
　4.　9 三沢基地所属F－35Aの墜落に係る航空

救難
　4.10 愛知県瀬戸市におけるCSF（豚熱）に

係る災害派遣（～4.13）
　4.17 日フィリピン防衛相会談（東京）
　4.17 岐阜県恵那市におけるCSF（豚熱）に

係る災害派遣（～4.19）
　4.19 岩屋防衛大臣とシャナハン米国防長官

代行との会談（ワシントンD.C.）
　4.19 日米安全保障協議委員会（「2＋2」）（ワ

シントンD.C.）
　4.23 日ブルガリア防衛副大臣会談

2019
（令和元）

　5.　2 日ベトナム防衛相会談（ハノイ）

　5.17 「南スーダン国際平和協力業務実施計画」
変更の閣議決定

　5.17 愛知県田原市におけるCSF（豚熱）に
係る災害派遣（～5.20）

　5.18 鹿児島県屋久島における豪雨による孤
立者の救助等に係る災害派遣（～5.20）

　5.19 鹿児島県口永良部島における豪雨によ
る断水被害等に係る災害派遣（～5.24）

　5.21 令和元年度自衛隊統合防災演習（～5.24）
　5.22 日シンガポール防衛相会談（東京）
　5.23 日カタール防衛相会談（東京）
　5.27 東京都檜原村における山林火災に係る

災害派遣（～5.29）
　5.27 千葉県犬吠埼沖における船舶衝突事故に伴

う行方不明者救助に係る災害派遣（～5.31）
　5.27 北海道雄武町における山林火災に係る

災害派遣（～6.4）
　5.30 日露防衛相会談（東京）
　5.30 日露外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）（東京）
　6.　1 日豪防衛相会談（シンガポール）
　6.　1 日中防衛相会談（シンガポール）
　6.　1 日米豪防衛相会談（シンガポール）
　6.　1 日米韓防衛相会談（シンガポール）
　6.　3 日加防衛相会談（東京）
　6.　4 岩屋防衛大臣とシャナハン米国防長官

代行との会談（東京）
　6.　5 岐阜県山県市におけるCSF（豚熱）に

係る災害派遣（～6.8）
　6.17 イージス・アショア整備推進本部の設置
　6.21 高知県安芸郡北川村における山林火災

に係る災害派遣（～6.22）
　6.25 日米防衛相電話会談
　6.26 日仏物品役務相互協定（ACSA）発効
　6.29 愛知県西尾市におけるCSF（豚熱）に

係る災害派遣（～7.2）
　7.　3 岐阜県恵那市におけるCSF（豚熱）に

係る災害派遣（～7.5）
　7.18 日加物品役務相互協定（ACSA）発効
　7.24 三重県いなべ市におけるCSF（豚熱）

に係る災害派遣（～7.5）
　7.25 日本国内における合衆国軍隊の使用す

る施設・区域外での合衆国軍用航空機
事故に関するガイドライン改正

　8.　7 日米防衛相会談（東京）
　8.28 令和元年8月の前線に伴う大雨に係る災

害派遣（～10.7）
　9.　2 日印防衛相会談（東京）
　9.10 令和元年房総半島台風（台風第15号）

に係る災害派遣（～10.7）
　9.17 北海道納沙布岬東方沖における漁船の

捜索に係る災害派遣（～9.21）
　9.21 岐阜県恵那市におけるCSF（豚熱）に

係る災害派遣（～9.24）
　9.21 山梨県南都留郡道志村における行方不

明者捜索に係る災害派遣（～9.28）
　9.23 日米防衛相電話会談
　9.25 日米首脳会談（ニューヨーク）
10.　1 日イラン防衛相電話会談
10.　3 日豪防衛相電話会談
10.　3 日米防衛相電話会談
10.　3 日サウジアラビア防衛相電話会談

国 内
　4.23 日仏首脳会談（パリ）
　4.24 日伊首脳会談（ローマ）
　4.24 日ポーランド首脳会談（ブラチスラバ）
　4.25 日スロバキア首脳会談（ブラチスラバ）
　4.25 第3回「V4＋日本」首脳会合（ブラチ

スラバ）
4.25 日チェコ首脳会談（ブラチスラバ）
4.25 日EU定期首脳協議（ブリュッセル）
4.26 日米首脳会談（ワシントン）
4.28 日加首脳会談（オタワ）
4.30 退位礼正殿の儀

　5.　1 剣璽等承継の儀
　5.　1 即位後朝見の儀
　5.　6 日米首脳電話会談
　5.17 改正ドローン規制法が成立
　5.27 日米首脳会談（東京）
　5.29 日バングラデシュ首脳会談（東京）
　5.30 日ラオス首脳会談（東京）
　5.30 日サウジアラビア首脳電話会談
　5.31 日UAE首脳電話会談
　5.31 日マレーシア首脳会談（東京）
　5.31 日カンボジア首脳会談（東京）
　5.31 日フィリピン首脳会談（東京）
　6.　6 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第10、

11次）判決
　6.　1 日スイス首脳会談（東京）
　6.12 日イラン首脳会談（テヘラン）
　6.14 日米首脳電話会談
　6.25 日UAE電話会談
　6.26 日仏首脳会談（東京）
　6.27 日EU首脳会談（大阪）
　6.27 日印首脳会談（大阪）
　6.27 日アルゼンチン首脳会談（大阪）
　6.27 日エジプト首脳会談（大阪）
　6.27 日豪首脳会談（大阪）
　6.27 日中首脳会談（大阪）
　6.28 安倍総理のG20大阪サミットの開催

（～6.29）
　6.28 日米首脳会談（大阪）
　6.28 日米印首脳会談（大阪）
　6.28 日独首脳会談（大阪）
　6.28 日英首脳会談（大阪）
　6.28 日タイ首脳会談（大阪）
　6.29 日南アフリカ首脳会談（大阪）
　6.29 日ブラジル首脳会談（大阪）
　6.29 日露首脳会談（大阪）
　6.30 日サウジアラビア首脳会談（大阪）
　7.23 日サウジアラビア首脳電話会談
　7.23 TICAD7関係閣僚会議（東京）
　8.　2 日英首脳電話会談
　8.24 ビアリッツサミット（フランス）（～11.26）
　8.24 日独首脳会談（ビアリッツ）
　8.24 日加首脳会談（ビアリッツ）
　8.24 日仏首脳会談（ビアリッツ）
　8.24 日米首脳会談（ビアリッツ）
　8.24 日加首脳会談（ビアリッツ）
　8.25 日米首脳会談（ビアリッツ）
　8.25 日チリ首脳会談（ビアリッツ）
　8.26 日英首脳会談（ビアリッツ）
　8.28 第7回アフリカ開発会議（TICAD7）

（～8.30）
　8.28 日エジプト首脳会談（東京）
　8.28 日南アフリカ首脳会談（横浜）
　8.28 日アルジェリア首脳会談（横浜）
　8.28 日ケニア首脳会談（横浜）
　8.28 日マリ首脳会談（横浜）
　8.28 日ギニア首脳会談（横浜）
　8.28 日トーゴ首脳会談（横浜）
　8.29 日ウガンダ首脳会談（横浜）
　8.29 日モーリタニア首脳会談（横浜）
　8.29 日ブルキナファソ首脳会談（横浜）
　8.29 日エチオピア首脳会談（横浜）
　8.29 日ジブチ首脳会談（横浜）
　8.29 日ウガンダ首脳会談（横浜）

国 際
　3.15 ニュージーランドのクライストチャーチで51人が死亡する銃乱射事件

発生
　3.19 中国のY-9哨戒機1機による東シナ海のわが国防空識別圏内飛行を初確認
　3.24 タイ下院総選挙
　3.24 米艦艇2隻、台湾海峡を通過
　3.25 トランプ米国大統領、ゴラン高原のイスラエル主権を認定
　3.28 中国艦艇3隻が大隅海峡を東進し、太平洋に向けて航行
　3.30 中国の爆撃機4機、情報収集機1機及び戦闘機（推定）2機が、東シナ

海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋を飛行した後
反転し、再び沖縄本島と宮古島間を通過

　3.31 中国軍機2機による台湾海峡「中間線」越え飛行
　4.　1 中国の情報収集機1機及び爆撃機2機が東シナ海方面から飛来し、沖縄

本島と宮古島の間を通過して太平洋を飛行した後反転し、再び沖縄本島
と宮古島間を通過

　4.　2 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を南下し東シナ海に向けて移動
　4.　2 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北西進し、東シナ海に向

けて航行
　4.　5 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島間の海域を南下し、一時的に太平洋向

けて航行
　4.　5 ロシアの哨戒機1機が山陰沖から能登半島沖を飛行
　4.　6 仏艦艇1隻が台湾海峡を通過
　4.　9 イスラエル議会総選挙
　4.15 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島間の海域を南東進し、一時的に太平洋

に進出したが、同日に沖縄本島と宮古島間の海域を北西進し、東シナ海
に向けて航行

　4.15 中国の爆撃機4機及び電子戦機1機がバシー海峡方面から飛来し、沖縄
本島と宮古島の間を通過して東シナ海へ飛行

　4.15 米政府、台湾への武器売却（5億ドル相当）を議会に通知
　4.17 インドネシア大統領選挙
　4.21 スリランカ・コロンボ等でイスラム過激派による同時爆破テロ発生
　4.24 金正恩委員長、訪露（～4.26）
　4.26 ロシア艦艇5隻が対馬海峡を南下し東シナ海へ向けて移動
　4.28 米艦艇2隻が台湾海峡を通過
　4.28 ロシア艦艇4隻が対馬海峡を北上し日本海へ向け移動
　4.29 中露海軍共同演習「海上協力2019」（青島）（～5.4）

　5.　3 ロシアの哨戒機2機が日本海から対馬海峡を通過して東シナ海へ飛行後、
再び対馬海峡を通過して日本海へ飛行

　5.　4 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　5.　6 米艦艇2隻がガベン礁・ジョンソン南礁の12海里内で「航行の自由作戦」

を実施
　5.　6 ロシア艦艇5隻が対馬海峡を北上し日本海へ向け移動
　5.　9 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　5.11 ロシア艦艇3隻が津軽海峡を東進し太平洋へ向けて移動
　5.19 豪州連邦議会総選挙
　5.19 米艦艇1隻が中沙諸島のスカーボロ礁の12海里以内で航行させる「航行

の自由作戦」を実施
　5.22 米艦艇2隻が台湾海峡を通過
　5.23 パキスタン、弾道ミサイル発射実験
　5.26 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島間の海域を南下し、一時的に太平洋に

進出したが、30日に沖縄本島と宮古島間の海域を北上し、東シナ海に
向けて航行

　5.27 台湾軍、「漢光35号」統合実動演習を実施（～5.31）
　5.29 中国の情報収集機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島の間

を通過して太平洋を飛行、その後反転して、再び沖縄本島と宮古島間を通
過。さらに同時間帯、中国の電子戦機1機が東シナ海を対馬海峡付近まで飛行

　5.30 インド、第2次モディ政権発足
　6.　1 米国防省がインド太平洋戦略報告（IPSR）を発表
　6.　7 フィリピン海で米軍とロシア軍の艦船が異常接近
　6.　8 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を東進しオホーツク海へ向けて移動
　6.　8 ロシア艦艇2隻が沖縄本島と宮古間の海域を北上し、東シナ海に向けて

航行
　6.10 空母「遼寧」含む中国艦艇6隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下し、

太平洋へ向けて航行
　6.12 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を北上
　6.13 ホルムズ海峡付近において日本関係船舶を含む民間船舶が攻撃を受ける

事案発生
　6.14 中国公船が尖閣諸島周辺の接続水域内を過去最長となる64日間連続航行
　6.16 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島間の海域を北西進し、東シナ海に向け

て航行
　6.16 中国の情報収集機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島間

を通過して太平洋を飛行した後反転、再び沖縄本島と宮古島間を通過
　6.18 カナダ艦艇2隻が台湾海峡を通過
　6.20 ロシアの爆撃機2機が日本を周回飛行。太平洋を北上する際、2度にわ

たり領空侵犯
　6.20 イラン、ホルムズ海峡上空で米無人機を撃墜
　6.20
　～21

習近平国家主席が北朝鮮を訪問（中国国家主席による訪朝は2005年の
胡錦濤前国家主席以来約14年ぶり。習近平氏の訪朝は2008年の国家副
主席としての訪朝以来約11年ぶり）

　6.21 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を東進
　6.23 ASEAN首脳会議、「インド太平洋に関するASEANアウトルック」（AOIP）

を採択
　6.23 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　6.30 米朝首脳が板門店において面会
　7.　1 ロシア潜水艇で火災が発生し、14名の乗組員が死亡
　7.　2 6月から7月にかけて、中国が南シナ海において初となる対艦弾道ミサ

イルの発射実験（報道）
　7.　6 中国艦艇2隻が対馬海峡を南下
　7.　8 米政府、台湾への武器売却（22億ドル相当）を議会に通知
　7.12 米軍が国家軍事戦略の概要を公表
　7.15 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　7.22 中国艦艇1隻が対馬海峡北上し、一時的に日本海へ進出したが、23日に

対馬海峡を南下し、東シナ海に向けて航行
　7.23 中国の爆撃機2機及びロシアの爆撃機2機が、ともに対馬海峡を通過し、

東シナ海を南下。その後、中国機2機は北西の大陸方向に飛行し、ロシ
ア機2機は、沖縄本島及び宮古島間を通過し太平洋を飛行した後、反転
し、再度、沖縄本島及び宮古島間を通過し、東シナ海を北上した後、再
度、対馬海峡を通過。また、ロシア機の支援をしていたとされる早期警
戒管制機A－50が竹島を領空侵犯
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年 防 衛
10.　9 日ラオス防衛副大臣会談（東京）
10.　9 日本国防衛省とラオス国防省との間の

防衛協力・交流に関する覚書への署名
10.12 令和元年東日本台風（台風第19号）に

係る災害派遣（～11.30）
10.14 令和元年東日本台風（台風第19号）に

係る即応予備自衛官の災害等招集及び
予備自衛官の災害招集を閣議決定

10.14 即応予備自衛官に対する災害等招集命
令及び予備自衛官に対する災害招集命
令（～11.9）

10.16 日カタール防衛相電話会談
10.24 河野防衛大臣とバーレーン国軍司令官

との電話会談
10.24 日アラブ首長国連邦防衛相電話会談
10.25 日豪防衛相電話会談
10.28 日オマーン防衛相電話会談
10.29 日印防衛相電話会談
10.29 日デンマーク防衛相電話会談
11.　8 日英防衛相電話会談
11.12 「シナイ半島国際平和協力業務実施計画」

変更の閣議決定
11.12 「海賊対処行動の継続」の閣議決定
11.16 第6回拡大ASEAN防衛相会議及び第5回

日ASEAN防衛担当相会合（タイ）（～11.18）
11.17 「ビエンチャン・ビジョン2.0」発表
11.17 日タイ防衛相会談（バンコク）
11.17 日タイ防衛協力・交流に関する覚書へ

の署名
11.17 日韓防衛相会談（バンコク）
11.17 日印防衛相会談（バンコク）
11.17 日ニュージーランド防衛相会談（バン

コク）
11.17 日フィリピン防衛相会談（バンコク）
11.17 日ミャンマー防衛相会談（バンコク）
11.17 日シンガポール防衛相会談（バンコク）
11.18 日米防衛相会談（バンコク）
11.18 日インドネシア防衛相会談（バンコク）
11.20 日豪防衛相会談（東京）
11.20 防衛協力の進展に係る2019年日豪防衛

相共同声明
11.21 ジブチ共和国における大雨、洪水被害に対

する国際緊急援助活動（ジブチ）」（～11.23）
11.23 第15回IISS地域安全保障サミット（マ

ナーマ対話）（バーレーン）（～11.24）
11.23 日仏防衛相会談（バーレーン）
11.23 河野防衛大臣とバーレーン国軍司令官

との会談（バーレーン）
11.27 日独防衛相電話会談
11.30 日印防衛相会談（デリー）
11.30 日印外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）（デリー）
12.　2 NATOサイバー防衛演習「サイバー・

コアリション2019」（～12.6）
12.　3 日モンゴル防衛相会談（東京）
12.14 第19回ドーハ・フォーラム（ドーハ）
12.14 日カタール防衛相会談（ドーハ）
12.14 日マレーシア防衛相会談（ドーハ）
12.15 河野防衛大臣とヨルダン統合参謀本部

議長との会談（アンマン）
12.18 日中防衛相会談（北京）
12.19 日米防衛相電話会談
12.20 日インドネシア防衛相会談（東京）
12.21 御蔵島（伊豆諸島）周辺における漁船

の捜索に係る災害派遣（～12.24）
12.25 日サウジアラビア防衛相電話会談
12.26 日豪防衛相電話会談
12.27 「中東地域における日本関係船舶の安全

確保に関する政府の取組について」閣
議決定

12.28 日ジブチ防衛相会談（ジブチ）
12.29 日オマーン防衛相会談（マスカット）

国 内
　8.29 日アンゴラ首脳会談（横浜）
　8.29 日ギニアビサウ首脳会談（横浜）
　8.29 日ガーボベルデ首脳会談（横浜）
　8.29 日ルワンダ首脳会談（横浜）
　8.29 日モーリシャス首脳会談（横浜）
　8.29 日中央アフリカ首脳会談（横浜）
　8.29 日ナミビア首脳会談（横浜）
　8.29 日セネガル首脳会談（横浜）
　8.29 日ニジェール首脳会談（横浜）
　8.29 日シエラレオネ首脳会談（横浜）
　8.29 日サントメ・プリンシペ首脳会談（横浜）
　8.29 日ナイジェリア首脳会談（横浜）
　8.30 日ジンバブエ首脳会談（横浜）
　8.30 日リベリアエ首脳会談（横浜）
　8.30 日ベナン首脳会談（横浜）
　8.30 日コンゴ民主共和国首脳会談（横浜）
　8.30 日ザンビア首脳会談（横浜）
　8.30 日マダガスカル首脳会談（横浜）
　8.31 日セーシェル首脳会談（東京）
　8.31 日エスワティニ首脳会談（東京）
　8.31 日コモロ首脳会談（東京）
　8.31 日コートジボワール首脳会談（東京）
　8.31 日レソト首脳会談（東京）
　8.31 日タンザニア首脳会談（東京）
　8.31 日ソマリア首脳会談（東京）
　8.31 日ガーナ首脳会談（東京）
　9.　5 日印首脳会談（ウラジオストク）
　9.　5 日モンゴル首脳会談（ウラジオストク）
　9.　5 日露首脳会談（ウラジオストク）
　9.11 福岡高裁那覇支部、嘉手納基地騒音訴

訟（第5次）判決
　9.13 日コソボ首脳会談（東京）
　9.18 日豪首脳電話会談
　9.19 日ニュージーランド首脳会談（東京）
　9.23 第74回国連総会出席（ニューヨーク）

（～9.26）
　9.23 日ヨルダン首脳会談（ニューヨーク）
　9.24 日イラン首脳会談（ニューヨーク）
　9.25 日米首脳会談（ニューヨーク）
　9.25 日EU首脳会談（ニューヨーク）
　9.25 日EU首脳会談（ブリュッセル）
10.　2 日サモア首脳会談（東京）
10.17 日ヨルダン首脳電話会談
10.21 日モルディブ首脳会談（東京）
10.21 安倍総理とミャンマー国家最高顧問の

会談（東京）
10.21 日パレスチナ首脳会談（東京）
10.21 日ネパール首脳会談（東京）
10.21 日スロバキア首脳会談（東京）
10.21 日セルビア首脳会談（東京）
10.21 日フィンランド首脳会談（東京）
10.21 日ミクロネシア首脳会談（東京）
10.21 日パラオ首脳会談（東京）
10.21 日モンゴル首脳会談（東京）
10.21 日ルーマニア首脳会談（東京）
10.21 日ウクライナ首脳会談（東京）
10.21 日コソボ首脳会談（東京）
10.21 日レソト王国首脳会談（東京）
10.21 日エスワティニ首脳会談（東京）
10.21 日ニジェール首脳会談（東京）
10.21 日コートジボワール首脳会談（東京）
10.22 即位礼正殿の儀
10.23 日スロベニア首脳会談（東京）
10.23 日シンガポール首脳会談（東京）
10.23 日パキスタン首脳会談（東京）
10.23 日タイ首脳会談（東京）
10.23 日アフガニスタン首脳会談（東京）
10.23 日ナウル首脳会談（東京）
10.23 日マーシャル首脳会談（東京）
10.23 日ブラジル首脳会談（東京）
10.23 日キルギス首脳会談（東京）
10.23 日トルクメニスタン首脳会談（東京）
10.23 日カザフスタン首脳会談（東京）
10.23 日独首脳会談（東京）
10.23 日モンテネグロ首脳会談（東京）
10.23 日スロベニア首脳会談（東京）
10.24 安倍総理大臣と韓国国務総理の会談

（東京）
10.24 日アルメニア首脳会談（東京）
10.24 日グアテマラ首脳会談（東京）
10.24 日アルバニア首脳会談（東京）
10.24 日ジョージア首脳会談（東京）
10.24 日パナマ首脳会談（東京）
10.24 日ブルガリア首脳会談（東京）
10.24 日チェコ首脳会談（東京）
10.25 広島高裁、岩国基地騒音訴訟（第1次

～3次）判決
11.　1 日チリ首脳電話会談
11.　3 ASEAN関連首脳会議（バンコク）（～11.5）
11.　4 日タイ首脳会談（バンコク）
11.　4 第22回ASEAN＋3（日中韓）首脳会議

（バンコク）
11.　4 日中（中国国務院総理）首脳会談（バ

ンコク）
11.　4 日印首脳会談（バンコク）
11.　4 日シンガポール首脳会談（バンコク）
11.　4 第14回東アジア首脳会議（EAS）（バ

ンコク）

国 際
　7.24 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　7.24 中国が国防白書「新時代における中国の国防」を発行（約4年ぶり10回目）
　7.25 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　7.25 中国艦艇4隻が沖縄本島と宮古島間の海域を南下し、太平洋に向けて航行
　7.25 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　7.27 中国艦艇2隻が沖縄本島と宮古島間の海域を南下し、太平洋に向けて航行
　7.31 北朝鮮、弾道ミサイル（可能性）2発発射
　8.　1 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　8.　1 中国艦艇6隻が沖縄本島と宮古島間の海域を北上し、東シナ海に向けて

航行
　8.　2 メドベージェフ首相が択捉訪問
　8.　2 北朝鮮、弾道ミサイル（可能性）2発発射
　8.　2 INF全廃条約終了
　8.　6 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　8.　8 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を東進
　8.　8 ロシアの哨戒機2機が日本海から対馬海峡を通過して東シナ海にかけて

飛行
　8.　8 ロシア北部アルハンゲリスク付近のロシア軍施設で、放射能漏れを伴う

爆発によりロシア国防省及び国営原子力関連企業の職員等複数が死亡
　8.10 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　8.15 ロシア艦艇3隻が宗谷海峡を東進
　8.16 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　8.16 安保理、カシミール情勢に係る非公式会合を実施
　8.18 中国艦艇2隻が対馬海峡を北上
　8.20 米政府、台湾への武器売却（80億ドル相当）を議会に通知
　8.22 中国艦艇2隻が対馬海峡を南下
　8.23 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　8.24 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　8.25 ロシア艦艇7隻が宗谷海峡を東進
　8.28 米艦艇1隻が南沙諸島ファイアリークロス礁及びミスチーフ礁の12海里

内で「航行の自由作戦」を実施
　8.29 米軍機1機が台湾海峡を飛行
　8.29 米国が第11の統合軍である宇宙コマンドを創設
　9.　2 初の米ASEAN海上共同演習（AUMX）を実施（～9.6）
　9.　5 英艦艇1隻がパラセル諸島付近を航行
　9.　7 米大統領、タリバンとの和平協議の中止を表明
　9.10 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　9.10 カナダ艦艇1隻が台湾海峡を通過
　9.11 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　9.11 台湾が国防報告書を公表（2年ぶり15回目）
　9.13 米艦艇1隻が西沙諸島周辺海域で「航行の自由作戦」を実施
　9.14 サウジアラビアの石油施設への攻撃
　9.16 ロシアの中央軍管区で実施された大規模演習に中国を含むSCO加盟国

軍が参加（～9.21）
　9.16 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　9.16 ロシア戦略指揮・参謀部演習「ツェントル2019」（～9.21）
　9.17 イスラエル議会再総選挙
　9.17 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　9.20 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　9.21 中国とソロモン諸島が国交樹立（台湾とソロモン諸島断交（9.16））
　9.26 米軍機1機が台湾海峡を飛行
　9.27 中国とキリバス共和国が国交樹立（台湾とキリバス共和国断交（9.20））
10.　1 中国建国70周年軍事パレードを実施
10.　1 ロシア艦艇3隻が宗谷海峡を東進
10.　2 北朝鮮、潜水艦発射弾道ミサイル1発発射（わが国排他的経済水域（EEZ）

内に落下）
10.　7 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を南西進
10.　9 トルコ、シリア北部で軍事作戦開始
10.14 ロシア軍の東部軍管区は、サハリン州と沿海地方で最大8千人が参加す

る大規模演習を開始した旨発表
10.15 ロシア戦略核部隊演習「グロム2019」（～10.17）
10.22 ロシアの爆撃機2機が日本海から対馬海峡を通過して東シナ海にかけて

飛行
10.25 中国艦艇2隻が対馬海峡を北上
10.27 米国、ISIL最高指導者殺害を公表
10.27 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島間の海域を北上し、東シナ海に向けて

航行
10.29 中国艦艇2隻が対馬海峡を南下
10.29 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へと飛行
10.31 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
11.　9 国際海洋安全保障構成体（IMSC）司令部がバーレーンに開設
11.12 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
11.17 中国国産空母が初めて台湾海峡を通過
11.17 米韓、外交的努力と平和を促進する環境をつくるための善意の措置として、

米韓合同空中訓練を延期する旨発表
11.20 米艦艇1隻が南沙諸島のミスチーフ礁の12海里以内を航行する「航行の

自由作戦」を実施
11.21 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
11.27 ロシアの爆撃機2機が日本海から東シナ海にかけて飛行
11.27 中国艦艇4隻が大隅海峡を東進し、太平洋に向けて航行
11.28 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
11.28 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上し、一時的に日本海へ進出したが、29日

に対馬海峡を南下し、東シナ海に向けて航行
11.29 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へと飛行
12.　4 アフガン東部で、日本人医師が何者かに銃撃を受け死亡
12.　7 英艦艇1隻が台湾海峡を通過
12.　8 北朝鮮、12月7日に「西海衛星発射場」（東倉里）で「重大な実験」を

行ったと発表
12.10 ベトナム、「国防白書2019」を公表
12.12 米国防省が射程500km以上の射程を持つ通常弾頭仕様の地上発射型弾

道ミサイルのプロトタイプの発射実験を実施した旨を発表
12.14 北朝鮮、12月13日に「西海衛星発射場」（東倉里）で「重大な実験」を

行ったと発表
12.16 中国艦艇4隻が沖縄本島と宮古島間の海域を北上し、東シナ海に向けて

航行
12.16 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を北上
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　1.　7 日米防衛相電話会談
　1.　8 沖縄県うるま市・沖縄市におけるCSF

（豚熱）に係る災害派遣（～1.20）
　1.　9 日印防衛相電話会談
　1.　9 河野防衛大臣とイラン・イスラム共和国

国防軍需大臣との電話会談
　1.14 日米防衛相会談（ワシントンD.C.）
　1.15 豪州における国際緊急援助活動（豪州）

（～2.8）
　1.20 「日中防衛当局間の海空連絡メカニズム」

に関する第2回年次会合・専門会合（東京）
　1.26 多国間共同訓練コブラ・ゴールド20へ

の参加（～3.9）
　1.31 新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止のための災害派遣（～3.16）
　2.　2 沖縄県沖縄市におけるCSF（豚熱）に

係る災害派遣（～2.4）
　2.13 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止に係る即応予備自衛官の災害等招集
及び予備自衛官の災害招集を閣議決定

　2.13 予備自衛官に対する災害招集命令（～3.16）
　2.15 第56回ミュンヘン安全保障会議（ミュ

ンヘン）
　2.15 日ウクライナ防衛相会談（ミュンヘン）
　2.15 日加防衛相会談（ミュンヘン）
　2.15 日仏防衛相会談（ミュンヘン）
　2.15 日独防衛相会談（ミュンヘン）
　2.15 河野防衛大臣とボレルEU上級代表との

会談（ミュンヘン）
　2.15 河野防衛大臣とストルベンデルグ

NATO事務総長との会談（ミュンヘン）
　2.18 北海道旭岳における遭難者捜索に係る

災害派遣（～2.21）
　3.　1 青森県下北沖における貨物船沈没の伴う

乗員の捜索救助に係る災害派遣（～3.3）
　3.　2 日アラブ首長国連邦防衛相電話会談
　3.28 新型コロナウイルス感染症に対する水

際対策強化に係る災害派遣（～5.31）
　4.17 日仏防衛相電話会談
　4.24 日米防衛相電話会談
　4.24 日独防衛相電話会談
　4.28 日英防衛相電話会談
　5.　1 日加防衛相電話会談
　5.　7 日豪防衛相電話会談
　5.　8 日印防衛相電話会談
　5.12 日比防衛相電話会談
　5.15 日米防衛相電話会談
　5.19 日ニュージーランド防衛相テレビ会談
　5.19 日シンガポール防衛相電話会談
　5.19 日インドネシア防衛相電話会談
　5.20 日伊防衛相電話会談
　6.　1 日モンゴル防衛相テレビ会談
　6.　9 日アラブ首長国連邦防衛相テレビ会談
　6.16 日パプアニューギニア防衛相電話会談

国 内
11.　4 日フィリピン首脳会談（バンコク）
11.　4 第22回日ASEAN首脳会議（バンコク）
11.　4 第3回RCEP首脳会議（バンコク）
11.　4 日インドネシア首脳会談（バンコク）
11.　4 日ベトナム首脳会談（バンコク）
11.　4 第11回日本・メコン地域諸国首脳会議

（バンコク）
11.10 祝賀御列の儀
11.12 「日・パラオ外交関係樹立25周年記念

式典」出席（東京）
11.14 日ミクロネシア首脳会談（東京）
11.25 ローマ教皇フランシスコ台下の会談

（東京）
11.29 日エルサルバドル首脳会談（東京）
12.　2 日EU首脳電話会談
12.　6 日ハンガリー首脳会談（東京）
12.12 日ジャマイカ首脳会談（東京）
12.19 日ウズベキスタン首脳会談（東京）
12.20 日イラン首脳会談（東京）
12.21 日英首脳電話会談
12.21 日米首脳電話会談
12.23 日中首脳会談（中国）
12.24 第8回日中韓サミット（成都）（～12.25）
12.24 日韓首脳会談（成都）
　1.　7 日豪首脳電話会談
　1.11 日加首脳電話会談
　1.12 日サウジアラビア首脳会談（リヤド）
　1.13 日UAE首脳会談（アブダビ）
　1.14 日オマーン首脳会談（マスカット）
　1.21 日ポーランド首脳会談（東京）
　1.23 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第9次・

12次）判決
　2.10 日エストニア首脳会談（東京）
　3.12 金沢地裁、小松基地騒音訴訟（第5次・

6次）判決
　3.13 日仏首脳電話会談
　3.15 日英首脳電話会談

国 際
12.17 中国初の国産空母が「山東」と命名され、海南島・三亜において就役
12.20 米国が第6の軍種である宇宙軍を創設
12.24 露第5世代戦闘機Su-57、試験飛行中に墜落
12.26 空母「山東」が台湾海峡を通過
12.26 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上し、一時的に日本海へ進出したが、27日

に対馬海峡を南下し、東シナ海に向けて航行
12.27 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海へ進出、

その後反転して再び東シナ海へと飛行
12.28
　～31

北朝鮮、朝鮮労働党中央委員会総会を開催

12.30 インドネシア外務省は、ナツナ諸島周辺のインドネシアのEEZ内で中
国海警局所属の公船が漁船団を護衛する形で違法操業をしたことを確認
したとし、抗議声明を発表

　1.　3 米国、イラン革命ガード・コッヅ部隊のソレイマニ司令官を殺害
　1.　8 イラン軍、ウクライナ旅客機を撃墜
　1.　9 イラン、イラクの米軍駐留基地を弾道ミサイルで攻撃
　1.11 台湾総統選が実施され、現職の民進党の蔡英文総統が再選
　1.15 ロシア首相、内閣総辞職を発表
　1.16 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　1.20 馬、初の国防白書を公表
　1.21 ロシア新内閣発足
　1.25 米艦艇1隻が南沙諸島のファイアリークロス礁周辺で「航行の自由作戦」

を実施
　1.31 英国、EU離脱
　2.　4 米国防省が潜水艦発射型弾道ミサイル搭載の低出力核弾頭を配備してい

る旨を発表
　2.　6 米国、アラビア半島のアルカイダ（AQAP）の指導者殺害を公表
　2.　9 中国の爆撃機4機がバシー海峡方面から飛来し、沖縄本島と宮古島間を

通過して東シナ海へ飛行
　2.10 中国軍機による台湾海峡「中間線」越え飛行
　2.11 比外務省、米国に対し訪問軍協定（VFA）破棄を通知
　2.12 ロシア艦艇2隻が対馬海峡を南西進
　2.12 米軍機1機が台湾海峡を飛行
　2.15 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　2.21 イラン議会選挙
　2.27 ロシア の戦闘爆撃機2機がオホーツク海の我が国防空識別圏内を飛行

（Su－34戦闘爆撃機を対領空侵犯措置により初確認）
　2.27 米韓、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、米韓連合訓練を延

期すると発表
　2.29 米国、タリバンと和平合意に署名
　3.　2 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　3.　9 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　3.10 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　3.18 中国艦艇4隻が沖縄本島と宮古島間の海域を北上し、東シナ海に向けて

航行
　3.21 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　3.24 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上し、一時的に日本海へ進出したが、25日

に対馬海峡を南下し、東シナ海に向けて航行
　3.24 ロシアの爆撃機2機が日本海からオホーツク海を経て太平洋まで飛行す

るとともに、それに併せて戦闘機2機及び推定ロシア機2機が日本海を
飛行

　3.25 中国機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に飛来し、その後
反転して再び東シナ海へと飛行

　3.25 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　3.26 ロシア艦艇18隻が宗谷海峡を東進
　3.26 ロシア艦艇2隻が対馬海峡を北東進
　3.29 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　4.10 空母「遼寧」を含む中国艦艇6隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下

し、太平洋に向けて航行
　4.10 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　4.15 米宇宙コマンド、ロシアが地上発射型対衛星ミサイルの発射試験を実施

した旨発表
　4.18 中国、海南省三沙市に「西沙区」及び「南沙区」設置を公表
　4.23 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　4.28 空母「遼寧」を含む中国艦艇6隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北上

し、東シナ海に向けて航行
　4.28 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　4.29 米艦艇1隻が南沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　4.29 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進し、太平洋に向け

て航行
　5.　5 中国軍及びインド軍が実効支配線（LAC）上で対峙（印ラダック州国境）
　5.　9 中国軍及びインド軍が実効支配線（LAC）上で対峙（印シッキム州国境）
　5.14 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　5.24 北朝鮮、朝鮮労働党中央軍事委員会拡大会議開催と発表
　5.28 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　5.29 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進し、太平洋に向け

て航行

2017年以前の年表については、https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/R02nenpyo-sub.pdfを参照
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