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 04 ◆ 2010年の世界のCO2排出，最
大の334億トン　2010年の世界の
二酸化炭素 (CO2) 排出量は，前年比
5.9%増の 334 億トンで過去最高と
なることが，環境系研究所などの国
際協力組織「グローバルカーボンプ
ロジェクト」の集計でわかった

 06 ◆ベルギー6党連立，541日ぶり
正式政権　10 年 6月の総選挙以降，
正式な政権の不在が続いていたベル
ギーで，南部フランス語圏の社会党
のエリオ・ディルポ党首が首相に就
任し，6政党の連立政権が発足した。
政治空白は世界最長の541日間

 09 ◆クロアチア，EUに2013年新規
加盟で調印　欧州連合 (EU)27 加盟
国とクロアチアの首脳は，ブリュッ
セルで同国の新規加盟条約に調印し
た。クロアチアは 13年 7月の加盟
予定で，EUは 28か国体制に拡大

 11◆京都議定書延長，COP17合意　
南アフリカのダーバンで行われた国
連気候変動枠組み条約第 17回締約
国会議 (COP17) は，12 年末で期限
切れとなる京都議定書を延長し，20
年に新たな法的枠組みを発効させる
ことなどを盛り込んだ「ダーバン合
意」を採択して閉幕

 12 京都議定書，カナダ脱退表明　カナ
ダは，2012 年末に期限切れとなる
温室効果ガス排出削減の枠組み「京
都議定書」から近く脱退すると表明。
京都議定書締約国の脱退は初

  14 ■米大統領，イラク戦争終結宣言　
オバマ米大統領は，「イラク戦争の
終結」を宣言。約5500人に減った

12
月

 09 ◆復興庁設置法が成立　東日本大震
災からの復興施策を統括する復興庁
の設置法が成立。政府は震災発生1
年の 2012 年 3 月 11 日までに発足
させる方針

 09 ◆一川・山岡氏の問責可決，国会閉
幕　第179臨時国会は，一川防衛相
と山岡消費者相に対する参院での問
責決議の可決で，幕を閉じた

 10 ◆税制大綱を閣議決定　政府は，12
年度税制改正大綱を閣議決定。自動
車課税は，自動車重量税を年 1500
億円減税することなどが決まった

 16 ◆首相が「事故収束」宣言 野 田 佳
彦首相は東京電力福島第一原発で
「冷温停止状態」を達成し「事故そ
のものは収束に至った」と宣言した

 19 ◆イラン難民入学不許可，差別で違
憲　東京工業大が国籍を理由に原子
炉工学研究所への研究生入学を拒否
したのは法の下の平等を定めた憲法
に違反するとして，イラン難民の男
性が，入学不許可の無効確認などを
求めた訴訟で，東京地裁は，入学拒
否を違憲とする判決を言い渡した。
「国籍を不当に重視し，不合理な差
別をした」とし，不許可を無効に

 27 ◆武器輸出を大幅緩和　政府は武器
輸出三原則に基づく事実上の禁輸政
策を大幅緩和し，国際共同開発・生
産への参加と人道目的での装備品供
与を解禁する新基準を了承した

 27 ◆「1票の格差」参院5.05倍，衆
院は2.39倍　総務省は，2011年 9
月 2日現在の選挙人名簿登録者 (有
権者 )数に基づき，衆参両院の選挙

01 ◆就活スタート　大学 3年生の就職活
動が本格的にスタート。主要企業の会
社説明会の開始時期が前年より約2カ
月遅くなり，短期決戦が特徴

 09 ◆ EU，財政新条約　欧州連合 (EU)27
か国の首脳会議は，〈1〉財政規律を厳
しくするための新条約締結〈2〉支援
制度「欧州安定メカニズム」の発足 1
年前倒し〈3〉国際通貨基金を通じた
最大2000億ユーロ(約20兆7000億円)
の救済資金貸し出しなどを決めて閉幕

  14 ◆新日鉄・住金の合併認可　公正取引
委員会は，新日本製鉄と住友金属工業
の合併を認可すると発表した

 16 ◆露のWTO加盟承認　世界貿易機関
(WTO) は，ジュネーブで開催中の閣僚
会議でロシアの加盟を正式承認。国内
総生産で世界第8位のロシアはこれま
で，経済大国の中で唯一の未加盟国

 17 ◆WTO，一括合意を断念　WTO閣僚
会議は，停滞している新多角的貿易交
渉 (ドーハ -ラウンド )について，近
い将来にすべての交渉分野で一括合意
することを断念する議長声明を発表し
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情報衛星打ち上げ，H2A成功率
95%　12月 12日，政府の情報

収集衛星「レーダー3号機」を搭載
したH2Aロケット 20号機が，鹿児
島県の種子島宇宙センターから打ち
上げられた。衛星が予定軌道に入っ
たことが確認され，打ち上げは成功
した。H2A打ち上げは 2003 年の 6
号機失敗後，14回連続の成功となり，
成功率は95%となり，国際的な信頼
性の目安に到達
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区別人口を公表。議員1人当たりの
有権者数の格差 (1票の格差 )は，衆
院 300 小選挙区で最大 2.39 倍，都
道府県単位の参院選挙区で最大5.05
倍だった

 28 ◆ 19年ぶり死刑未執行　法務省に
よると，全国の裁判所で今年言い渡
された死刑判決は，昨年比で 20人
多い 34人。今年死刑が確定したの
は21人 (27日現在 )。確定死刑囚は
計129人 (同 )で，1949年以降の年
末統計の最多を更新。また，年間通
して死刑執行はなく，1992 年以来
19年ぶりに執行ゼロの 1年となっ
た。民主党政権下で執行に慎重な法
相の就任が相次いだことなどによ
り，その運用が途絶えた

 31 ◆オウム・平田容疑者が出頭　1995
年 2月に発生したオウム真理教によ
る目黒公証役場事務長，仮谷清志さ
ん拉致事件で，警察庁に特別手配さ
れていた平田信容疑者が警視庁丸の
内署に出頭，同庁は 12年 1月 1日
未明，逮捕監禁致死容疑で逮捕した

 01 ◆人口，自然減最大 20万 4000
人　厚生労働省がまとめた 2011年
の人口動態統計年間推計によると，
日本人の死亡数は出生数を 20 万
4000 人上回り，5年連続の自然減
となり，初めて20万人を超えた

 06 ◆一体改革素案，消費税率15年に
10%　政府・与党は「社会保障改
革本部」を官邸で開き，消費税率を
2014 年 4 月 に 8%，15 年 10 月 に
10%に引き上げることを柱とした一
体改革大綱素案を正式決定

 13 ◆野田改造内閣発足，消費増税へ決
意　野田改造内閣は，認証式を経て
正式に発足した。岡田克也・前民主
党幹事長を副総理兼一体改革・行政
改革相に迎えるなど，5閣僚を交代
させた。野田首相は，消費増税を柱
とする社会保障・税一体改革推進へ
新体制で臨む狙いを強調

 16 ◆君が代訴訟，不起立で停職・減給
は違法　国歌の起立斉唱命令に従わ
ず，東京都教育委員会から懲戒処分
を受けた公立校の教員らが，都に処
分の取り消しと損害賠償を求めた3
件の国旗・国歌訴訟の上告審判決
で，最高裁は戒告処分は妥当とする
一方，「過去数回の不起立のみで停

12
月

イラク駐留米軍が，15日バグダッ
ドで解散式を行い，任務は正式に完
了した。約8年 9か月に及んだイラ
ク戦争は，18日にイラクに駐留し
ていた最後の米軍部隊が出国，すべ
ての部隊撤収が完了

 19 ◆金正日総書記死去　北朝鮮の国営
テレビとラジオは特別放送を行い，
最高指導者の金正日・朝鮮労働党総
書記が「17日，現地指導に向かう
列車内で肉体的過労のため死去し
た」と発表。69歳

 24 ◆国連予算4000億円で14年ぶ
りに減額　 国連総会は，2012~13
年の通常予算約 51 億 5230 万ドル
( 約 4000 億円 ) を承認。10~11 年
当初予算を約 370 万ドル ( 約 2 億
9000 万円 ) 下回った。減額予算は
1998~99 年以来 14 年ぶりで，日
本の分担率は米国に次ぐ第 2位の
12.530% で，次期 2 か年で約 6 億
4560万ドル (約 500億円 )を負担

 30 ◆金正恩体制スタート　北朝鮮の平
壌で金正日総書記の葬儀関連行事を
締めくくる中央追悼大会が開かれ，
総書記の三男，正恩氏 (28) を最高指
導者とする新体制を公式に宣言

 03 ◆米大統領選スタート　米大統領選
の火ぶたを切る共和党のアイオワ州
党員集会が，州内各地で一斉に始
まった。11月 6日の大統領選に向
けて，米国は長い選挙イヤーに突入

 14 ◆台湾総統に馬氏再選　台湾総統選
挙は投開票され，国民党の馬英九総
統が再選。初当選以来，中台関係を
大幅に改善させた馬氏の対中融和政
策が信任を得た形となった

 21 ◆エジプト議会選，イスラム勢力7
割　2011 年 11 月から 12 年 1月に
かけて行われた，エジプト人民議会
選の最終集計結果は，イスラム勢力
が議席の7割を確保

 22 ◆クロアチアEU加盟へ，国民投票
で賛成多数　クロアチアで，欧州連
合 (EU) への加盟の是非を問う国民
投票が行われ，開票作業がほぼ終了
し，賛成 66%，反対 33%で加盟が
承認された。投票率は47%。同国は
2013年 7月に 28番目の加盟国に

 24 ◆米大統領一般教書，公平な社会実
現強調　オバマ米大統領は，連邦議
会の上下両院合同会議で一般教書演
説を行い，12年の施政方針を示し
た。再選がかかる 11月の大統領選
に向け，景気・雇用対策を中心に据

閉幕。交渉は12年以降も継続
 18 ◆石綿，2012年 3月から完全使用
禁止へ　長年にわたって深刻な労働
災害や環境汚染を引き起こしてきたア
スベスト (石綿 )の使用や製造が2012
年 3月，国内では完全に禁止される。
例外とされていた製品の代替品への移
行が完了したためだ。厚労省による
と，アスベストで中皮腫や肺がんを患
い，労災認定された患者は記録の残
る 1973 年度から 2010 年度までで計
7681人に上る

 24 ◆ 2012年度予算案決定　政府は臨
時閣議で2012年度予算案を決定した。
一般会計の歳入のうち国債の占める割
合は 49.0%で当初予算としては過去
最悪。一般会計総額は 11年度の当初
予算に比べ 2.2%減の 90兆 3339億円
で，6年ぶりに前年度を下回る。ただ，
基礎年金の国庫負担分の一部と，東日
本大震災の復興費を別枠にしており，
これらを加えると 96兆 6975 億円で
実質的には過去最大

 05 ◆震災関連の倒産 510 件，負債
7273 億円　帝国データバンクは，
2011 年末までの東日本大震災関連の
倒産 (倒産手続き中を含む )は 510件
だったと発表。1995 年の阪神大震災
(発生から10か月時点 )の 174件と比
べ，約3倍に達した。負債総額の累計
も阪神 (563 億円 ) の約 13 倍の 7273
億円まで膨らんだ

  13 ◆ 9国債格下げ　米格付け会社のス
タンダード・アンド・プアーズは，フ
ランスを含むユーロ圏9か国の長期国
債格付けを引き下げたと発表

 16 ◆ユーロ急落97円 04銭，11年ぶ
り安値　金融・株式市場は，欧州の財
政・金融危機への懸念が再燃し，ユー
ロ安，株安が進んだ。東京市場で，ユー
ロは対円で一時1ユーロ=97円 04銭
まで下落し，11年ぶりの安値

 19 ◆米コダック破綻　米写真用品大手
イーストマン・コダックは，米連邦破
産法11章 (日本の民事再生法に相当 )
の適用を，ニューヨークの連邦破産裁
判所に申請したと発表。負債総額は約
67億 5100万ドル (約 5180億円 )。デ
ジタル化への対応の遅れで，米国を代
表する老舗企業は経営破綻

 19 ◆百貨店売上高，15年連続減　日本

1
月
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職・減給とするのは，処分が重すぎ
て違法」との初判断を示し，停職1
か月の元教員と減給 10分の 1(1 か
月 )の元教員の処分を取り消した

 24 ◆消費税国会スタート　第180通常
国会が召集。野田首相は衆院本会議
で，就任後初の施政方針演説を行い，
消費税率引き上げを柱とする社会保
障・税一体改革に関し，実現への決
意を表明，野党に協力を呼びかけた

 
09 ◆復興特区，第1号　政府は，東日
本大震災の被災地に規制や税制など
の特例を設ける復興特別区域 (復興
特区 )第 1号を認定。宮城県「民間
投資促進特区」と岩手県「保健・医
療・福祉特区」で，即日適用

 10 ◆復興庁が発足 東日本大震災の復
興施策を統括する復興庁が，発足し
た。防災相を兼務していた平野復興
相が復興相専任となり，防災相には
中川正春前文部科学相が就いた

 13 ◆最高裁「1審尊重」判決　裁判員
裁判で初の全面無罪判決を受けなが
ら，2審で逆転有罪となった覚醒剤
密輸事件の被告の上告審判決で，最
高裁は裁判員制度の導入を踏まえ，
「2審は 1審と同じ立場で審理する
のではなく，事後的な審査に徹する
べきで，1審判決が不合理な場合に
だけ破棄できる」との初判断を示し
た上で，2審判決を破棄した。無罪
が確定する

 17 ◆改革大綱を閣議決定　政府は閣議
で，消費税増税を柱とする社会保障
と税の一体改革大綱を決定した。現
行 5%の消費税率を 2014 年 4月に
8%，15年 10 月に 10%に引き上げ
ると明記し，増税前の衆院議員定数
80削減なども盛り込んだ

 20 ◆南スーダンPKO，主力部隊が現

2
月

え，中間層が報われる公平な社会な
ど「米国の価値」を再生する大切さ
を強調した

 30 ◆レアメタル輸出規制，WTOで中
国敗訴確定　中国によるレアメタル
(希少金属 )などの輸出規制が世界
貿易機関 (WTO) の協定違反に当た
るとして，米国，欧州連合，メキシ
コが提訴していた問題で，2審に相
当する上級委員会は，米欧などの主
張をほぼ全面的に認めた。WTOの
紛争解決手続きは2審制のため，こ
れで，中国のWTO協定違反と米欧
の勝利が確定

 01 ◆エジプトでサッカーファン暴徒化
エジプトのポートサイドで，プロ
サッカーの試合後に地元チームのサ
ポーターが暴徒化し，相手チーム
サポーターなどと衝突。少なくとも
74人が死亡，1000人以上負傷 

04  ◆安保理シリア非難決議，露中が拒
否権　シリアのアサド政権による反
体制派弾圧を巡り，国連安全保障理
事会は，アサド大統領の退陣などを
求めたアラブ連盟の主張を支持する
シリア非難決議案を採決したが，常
任理事国のロシア，中国が拒否権を
行使し廃案となった

 08 ◆再編見直し発表　日米両政府は在
日米軍再編計画の見直しに関する文
書を共同発表。米軍普天間飛行場移
設の沖縄県内移設堅持で合意。在沖
縄海兵隊グアム移転や米軍施設・区
域の返還を切り離して先行させる方
針を示した

 09 ◆米，34年ぶり原発着工認可　米
原子力規制委員会は，東芝子会社
の米原子力大手ウェスチングハウス
の新型原子炉を採用した米ジョー
ジア州ボーグル原発 3，4号機の建
設・運転を認可した。米国での原発
着工は，スリーマイル島事故前年の
1978年以来，34年ぶり

 19 ◆イランが英仏向け原油停止　国営

百貨店協会が発表した 11年の全国百
貨店売上高は 6兆 1525億円で，既存
店ベースでは前年比 2.0%減と 15 年
連続で減少。東日本大震災による消費
の落ち込みが最大の原因で，1981年 (6
兆 551億円 )以来 30年ぶりの低水準

  25 ◆ 31年ぶり貿易赤字　財務省が発表
した 11年の貿易統計によると，輸出
額から輸入額を差し引いた貿易収支は
2兆 4927 億円の赤字となった。年間
での貿易赤字は31年ぶり

 31 ◆ 2011年，失業率改善 4.5%　総
務省が発表した 2011年平均の完全失
業率 ( 速報値 ) は 4.5% で，前年より
0.5 ポイント改善し，3年ぶりに 4%
台を回復。一方，厚生労働省が発表し
た 11年平均の有効求人倍率は，東日
本大震災の復興需要などで前年比0.13
ポイント増の 0.65 倍となり 2年連続
で回復した。完全失業率は岩手，宮城，
福島3県を除いたデータで，3県を除
く前年実績比。有効求人倍率は3県含
むデータ

 08◆経常黒字43%減　財務省が発表し
た 11年の国際収支は，海外とのモノ
やサービスなどの取引状況を総合的に
示す経常収支の黒字額が前年比43.9%
減の 9兆 6289億円だった

 08 ◆ 4次補正予算が成立　11年度第 4
次補正予算が成立。総額は 2兆 5345
億円で，東日本大震災被災者の二重
ローン対策などが柱となる

 14 ◆インフレ目標導入　日銀は金融政策
決定会合で，消費者物価の前年比上昇
率1%を目指し，それが見通せるよう
になるまでゼロ金利政策を続けると決
めた。事実上の緩やかなインフレ目標
を初めて導入

 18 ◆中国，預金準備率0.5%下げ　中
国人民銀行 (中央銀行 )は，追加の金
融緩和策として預金準備率 (市中銀行
が預金総額のうち中央銀行へ義務的に
預け入れる額の比率)を24日から0.5%
引き下げると発表。準備率引き下げは，
11年 12月以来，約2か月半ぶり

 21 ◆ギリシャへの2次支援合意   ユーロ
圏 17か国は財務相会合で，ギリシャ
に対し総額 1300 億ユーロ ( 約 13 兆
6000億円 )の第 2次支援実施で合意

  22 ◆円80円台，半年ぶり安値　東京外
国為替市場で円相場は一時1ドル=80
円 08銭まで下落，約 6か月半ぶりに
80円台をつけた。ニューヨーク市場

１
月

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

一般教書演説
アメリカ大統領が連邦議会に対

して，国家の全般的な状況や経済全
般の状況などの情報を与え，政策上
必要な審議を求めるもの。憲法で
定められた大統領の権限でもある
（「State of Union」直訳すれば「米国
の情勢」）。1年間の成果や今後 1年
間の取り組み・方針などを，国民に
むけて訴えかける機会でもある

50年後，高齢者人口は4割
1月 30日，厚生労働省の国立

社会保障・人口問題研究所は，60
年までの日本の将来推計人口を公
表。10年の1億 2806万人から60
年は 8674 万人まで減る。65歳以
上の高齢者が人口に占める高齢化率
は60年に39.9%まで上昇し，人口
の4割が高齢者という超「超高齢社
会」の到来を予測
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２
月

地到着　アフリカ・南スーダンの国
連平和維持活動 (PKO) で，陸上自衛
隊の主力部隊約120人が，首都ジュ
バに自衛隊機で到着

 20 ◆沖縄知事が普天間「県外」の意見
書　沖縄県は，米軍普天間飛行場(宜
野湾市 )の名護市辺野古への移設の
ための環境影響評価書に対し，「環
境保全は不可能」とする仲井真弘多
知事の意見書を防衛省沖縄防衛局に
提出した。辺野古移設についても，
「事実上不可能」とし，県外移設と
早期返還を求めた

 20 ◆元少年の死刑確定へ　1999 年の
山口県光市母子殺害事件で殺人など
の罪に問われた犯行当時 18歳 1カ
月の元少年 (30) の上告審判決で，最
高裁は被告の上告を棄却した

 29 ◆公務員給与削減法が成立　国家公
務員の給与を 12 年度から 2年間，
平均 7.8%引き下げる国家公務員給
与削減特例法は，参院本会議で可決，
成立

 02 ◆スカイツリー完成　自立式電波塔
として世界一高い東京スカイツリー
(634メートル，東京都墨田区 )が完
成し，竣工式が開かれた

 13 ◆パート年金拡大決着　政府・民主
党は，パートの厚生年金などへの加
入拡大で (1) 年収 94万円以上 (2) 従
業員 500人超の企業に勤務 (3) 週の
労働時間が 20時間以上などを条件
とする方針を決めた。対象は約 45
万人の見通し

 23 ◆大阪教育条例が成立，職員条例も
大阪府の教育基本2条例 (教育行政
基本条例，府立学校条例 )と職員基
本条例が，府議会本会議で可決，成
立した。教育委員会の専権事項だっ
た「教育目標の設定」を知事が主導
的に行うなど，教育委員会制度や公
務員制度のあり方を見直す内容で，
4月に施行

 27 ◆高校教科書ページ12%増　高校
の主に1，2年生で13年春から使わ
れる教科書の検定結果が，文部科学
省から公表された。現行に比べ，新
しい教科書の平均ページ数は，全体
で11.9%増

 29 ◆死刑執行　東京，広島，福岡の各
拘置所で，3人の死刑が執行された。
1年8カ月ぶり。小川敏夫法相は「国
民の声を反映する裁判員裁判でも支

イラン石油公社は，英国とフランス
の石油会社への原油輸出を停止し
た。欧州連合 (EU) は 1月，核開発
計画を進めるイランへの制裁措置と
して，イラン産原油の7月 1日から
の輸入禁止を決定。英仏両国は EU
の決定を主導した

 22 ◆ソマリアのAU部隊増強，安保理
採択　国連安全保障理事会は，内戦
状態の東アフリカ，ソマリアでアフ
リカ連合 (AU) が展開する平和維持
部隊の定員を，現在の 1万 2000 人
から 1万 7731 人に増強するよう求
める英国提出の決議案を全会一致で
採択

 29 ◆米朝がウラン濃縮停止合意　米国
と北朝鮮は，北京で 23，24日に両
国が行った北朝鮮の核開発に関する
協議の結果，北朝鮮が寧辺 (ヨンビ
ヨン )のウラン濃縮活動の停止や，
国際原子力機関の要員の復帰を受け
入れ，長距離ミサイル発射，核実験
の一時停止などで合意したと発表し
た

 01 ◆セルビア，EU候補国に　欧州連
合 (EU) は首脳会議で，旧ユーゴス
ラビアのセルビアを EU加盟交渉の
前提となる「加盟候補国」として正
式承認した。旧ユーゴ紛争で 1999
年に北大西洋条約機構軍の空爆を受
けたセルビアは，EU加盟に一歩近
づいた。EUの加盟候補国は，トルコ，
マケドニア，アイスランド，モンテ
ネグロと合わせ5か国となる

 04 ◆プーチン氏，露大統領復帰へ　
ロシア大統領選は即開票され，ウラ
ジーミル・プーチン首相が約 64%
の票を獲得，4人の対立候補に大差
をつけて当選を決めた。プーチン氏
は5月 7日に就任，4年ぶりに大統
領に復帰し，通算で 3期目に入る。
大統領選での不正とプーチン首相の
大統領返り咲きに抗議する野党勢力
は，首都モスクワやプーチン氏の地
元サンクトペテルブルクなどで集会
を開き，計550人以上が警察に拘束
された

 14 ◆中国「7.5%成長」承認，全人代
閉幕 中国の第 11期全国人民代表
大会 (全人代=国会 )第5回会議は，
12年の経済成長率目標を過去 7年
間の 8%から 7.5%に引き下げ，経
済の規模拡大から成長の質を重視し
ていく方針を示した政府活動報告を

では 1 ドル =80 円 38 銭をつけ，11
年 7月 12日以来の円安・ドル高水準

 23 ◆ゲーム配信差し止め　携帯電話向
け会員制交流サイトを運営するグリー
が，ディー・エヌ・エー (DeNA) など
2社にゲームの配信差し止めなどを求
めた訴訟で，東京地裁は配信差し止め
と約2億 3千万円の支払いを命じた

 26 ◆ G20声明，欧州に一層の努力要求
　メキシコ市で開かれた主要20か国・
地域 (G20) 財務相・中央銀行総裁会議
は，欧州の財政・金融危機の拡大を防
ぐため，ユーロ圏各国に一段の自助努
力を求める共同声明を採択して閉幕し
た。焦点の国際通貨基金の資金基盤強
化は，4月の財務相会合での具体化を
目指す

 27 ◆エルピーダ破綻　半導体メモリー世
界 3位のエルピーダメモリは，会社
更生法の適用を申請した。負債総額は
11年 3月末時点で4480億円

 01◆格安「ピーチ」離陸　日本初の本格
的な格安航空会社で関西国際空港を拠
点としたピーチ・アビエーションが就
航し，新千歳 (札幌 )線と福岡線で運
航が始まった

 13 ◆レアアースで日米欧結束し，中国を
WTOに提訴　中国によるレアアース
(希土類 )の輸出規制を巡り，政府は，
米国，欧州連合 (EU) と共同で，世界
貿易機関 (WTO) に提訴。レアアース
の産出量で世界の9割以上を握る中国
に対し，主要な消費国が足並みをそろ
えて圧力をかける構図。中国は対決姿
勢をみせておりWTOの判断が注目さ
れる

 15 ◆米韓FTA発効 　米国と韓国の自由
貿易協定 (FTA) が発効した。5年以内
に 95%の工業製品や消費財の関税を
撤廃し，韓国製自動車に対する 2.5%
の関税も5年目まで据え置いた上で撤
廃する。韓国製造業の輸出競争力が強
まり，日本企業はさらに厳しくなりそ
うだ。韓国は欧州連合との FTAも 11
年 7月に発効させており，欧米市場へ
の輸出環境の整備が一段と進みそうだ

 19 ◆ユーロ高，一時110円台　東京外
国為替市場では円売り・ユーロ買いが
先行し，円は対ユーロで一時，1ユー
ロ=110円 15銭と昨年10月末以来約
4か月半ぶりの円安・ユーロ高水準ま

3
月

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き
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持されている」と説明
 29 ◆東電，実質的に国有化　東京電力
は，政府の原子力損害賠償支援機構
に対し，公的資金による1兆円の出
資と，福島第一原子力発電所事故の
賠償金の支払いのため 8459億円の
追加の資金支援を申請。この結果，
政府は東電を実質的に国有化するこ
とに

 30 ◆沖縄振興2法，福島特措法が成
立　改正沖縄振興特別措置法と，沖
縄県内の米軍基地返還後の跡地利
用に関する改正駐留軍用地返還特措
法 (軍転法 )が，参院本会議で全会
一致で可決，成立。両法は 22年 3
月末までの時限立法。また，福島県
の復興を支援するため税制などの特
例措置を定めた，福島復興再生特別
措置法も参院本会議で全会一致で可
決，成立。31日に施行

 30 ◆改正児童手当法が成立　「子ども
手当」に代わる新たな手当を創設す
る改正児童手当法が参院本会議で，
民主，自民，公明3党などの賛成多
数で可決，成立した。手当の名称は
2012年度から「児童手当」が復活

 
 16 ◆尖閣諸島，都が買い取り表明　石
原慎太郎・東京都知事はワシントン
で講演し，尖閣諸島最大の魚釣島な
ど3島を，都が所有者の埼玉県の男
性から買い取る意向を表明した

  17 ◆人口，過去最大の25万人減 総務
省が発表した日本の総人口 (2011年
10月 1日現在 )は前年比25万 9000
人減の 1億 2779 万 9000 人。減少
幅は1950年以降最大

 20 ◆国交相と防衛相の問責可決　参院
は本会議で，自民，みんな，新党改
革の3党が提出した前田国土交通相
と田中防衛相の問責決議を，野党の
賛成多数でそれぞれ可決した

  22 ◆放鳥トキのひな誕生　新潟県佐渡
市で放鳥した国の特別天然記念物ト
キの卵が孵化 (ふか )したと環境省
が発表。自然界での孵化は国内では
36年ぶり

 26 ◆小沢元代表に無罪判決　陸山会事
件で政治資金規正法違反(虚偽記入)
で強制起訴された小沢一郎民主党元
代表に対し，東京地裁は無罪判決(求
刑・禁錮3年 )を言い渡した

 27 ◆沖縄海兵隊9000人移転公表　
日米安全保障協議委員会 (2+2) は，

4
月

承認し，閉幕した
 15 ◆中国重慶市トップ解任　中国国営
新華社通信は，共産党中央委員会の
決定として，重慶市トップの薄煕来
(ボーシーライ )党委書記を解任し
たと発表した

 21 ◆シリア調停，安保理が支持　シリ
アのアサド政権による反体制派弾圧
を巡り，国連安全保障理事会は，国
連とアラブ連盟共同特使のアナン国
連前事務総長の調停案を支持する議
長声明を採択。時限休戦などを含む
調停案をアサド政権が受諾し 27日
に発表

 27 ◆核テロ防止へ国際協力，サミット
共同声明　核爆弾の材料となる核物
質の管理強化などについて話し合っ
た核安全サミットは，ソウルで全体
討議を開き，テロリストに核物質が
渡ることを防ぐための国際協力の促
進などを盛り込んだ共同声明を採択
して閉幕

 03 ◆スー・チーさん当選　ミャンマー
の議会補欠選挙が投開票され，野党・
国民民主連盟 (NLD) を率いるアウ
ン・サン・スー・チー氏が当選。中
央選挙管理委員会はNLDが補選対
象45議席中，43議席を獲得したと
発表

  10 ◆米共和党大統領候補はロムニー氏
米大統領選の共和党候補指名争い
は，リック・サントラム元上院議員
が撤退を表明。民主党のオバマ大統
領との対決はミット・ロムニー前マ
サチューセッツ州知事が確実に

 12◆韓国与党，単独過半数　11日実施
の韓国総選挙 ( 定数 300) は，与党
セヌリ党 (旧ハンナラ党 )が単独過
半数152議席を獲得した

 12 ◆シリア停戦期限　シリアは国連と
アラブ連盟共同特使のアナン前国連
事務総長が定めた停戦期限を迎え
た。国連安全保障理事会は 21 日 ,
停戦監視団本隊を派遣する決議を採
択

 13 ◆北朝鮮，ミサイル失敗　北朝鮮は
「人工衛星」と称して弾道ミサイル
を発射。数分で爆発，破片が韓国の
西沖合に散らばった。米国は2月の

で下落
 22 ◆サトウの切り餅禁止　切り餅の特許
権をめぐり，越後製菓が佐藤食品工業
に商品の製造差し止めなどを求めた訴
訟の控訴審判決で，知財高裁は佐藤食
品工業に製造禁止と8億円の賠償を命
令

  26◆東電の全原発停止　東京電力は，定
期検査のため，柏崎刈羽原子力発電所
6号機の発電を停止した。東電の原発
は事故を起こした福島第一を含め，17
基すべてが停止した . 国内の商業用原
発 54基で，稼働中は北海道電力泊原
発3号機だけに

 28 ◆改正派遣法が成立　派遣労働者の保
護を目的とした改正労働者派遣法が参
院本会議で可決，成立。派遣料金の不
透明さが派遣労働者の低賃金につなが
るとして，派遣会社に手数料割合(マー
ジン率)の公開を義務づけることが柱。
同法は公布後，半年以内に施行

  30 ◆暫定予算が成立　4月 1日から 12
年度予算が成立するまでの「つなぎ」
となる暫定予算は，衆参両院本会議で
可決され，成立。対象期間は4月 6日
までの6日間で，一般会計歳出総額は
3兆 6105億円

 02 ◆ 3月短観，景況感連続マイナス　
日本銀行は3月の全国企業短期経済観
測調査を発表した。業況判断指数は「大
企業・製造業」がマイナス4で，前回
2011年 12月から横ばい

 05 ◆ 2012 年度予算成立　2012 年度
予算が成立した。一般会計総額 90兆
3339 億円，特別会計とした東日本大
震災復興費などを加えた実質的規模は
96兆円台で過去最大規模

 06 ◆原発新基準を決定　政府は原子力発
電所の再稼働を巡る関係閣僚会合で，
〈1〉全電源喪失の防止，炉心損傷を防
ぐ冷却維持の緊急対策の確認〈2〉中
長期的な安全向上策の提出を電力会社
に指示－－との新判断基準を決定した

 14 ◆新東名部分開通　新東名高速道路
は，静岡県の御殿場－三ヶ日ジャンク
ション (JCT) 間約 162kmが開通した

 19◆貿易赤字最大4.4兆円 財務省が
発表した 11 年度の貿易収支は 4兆
4101 億円の赤字で，第 2次石油危機
直後の 1979 年度の 3兆 1278 億円を
上回る過去最大の赤字額

 21 ◆ミャンマー円借款25年ぶり再開　
野田首相はミャンマーのテイン・セイ
ン大統領と東京の迎賓館で会談し，民

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

5

3
月



資料政治・経済／資料現代社会  2012　補遺資料●清水書院

在日米軍再編計画見直しの中間報
告「共同発表」を公表した。在沖縄
米海兵隊は約9000人が国外移転し，
沖縄に約1万人残留する

  27 ◆大陸棚 31万平方 km拡大　太
平洋の4海域で，日本の大陸棚を約
31万平方 km拡大することが国連
大陸棚限界委員会で認められた

  30 ◆日米同盟強化の共同声明　野田首
相とオバマ米大統領はワシントンで
会談し，日米同盟強化を改めて確認
する共同声明発表。中国が国際社会
のルールに従うよう連携する

 08 ◆小沢氏の党員資格回復 　民主党
は常任幹事会で，陸山会事件で無罪
判決を受けた小沢一郎元代表の党員
資格停止処分を 10日付で解除する
と決定した

 14 ◆日中韓共同宣言，北朝鮮に触れず
　 野田首相と中国の温家宝 (ウェン
ジアバオ )首相，韓国の李明博 (イ
ミョンバク )大統領は北京で「3国
間の包括的な協力パートナーシップ
の強化に関する共同宣言」を発表し
た。北朝鮮に関する具体的記述は中
国の反対で盛り込まれなかった

 15 ◆沖縄復帰40年　沖縄県は本土復
帰から 40年を迎え，宜野湾 (ぎの
わん )市で政府と共催の記念式典を
開いた。米軍基地が集中する重圧は
変わらず，野田佳彦首相は記念式典
で「負担の早期軽減を誓う」と表明

24 ◆「天皇」で議論　衆院憲法審査会
は現行憲法の各章審査を開始。第

５
月

米朝合意に盛り込まれた食糧支援の
中止を発表した。国連安保理はミサ
イル発射を非難する議長声明を 16
日に採択。17日 ,北朝鮮は米朝合意
破棄を表明した

 22 ◆仏大統領選，オランド氏首位　フ
ランス大統領選第1回投票で，最大
野党・社会党のフランソワ・オラン
ド候補が首位，保守与党・民衆運動
連合のニコラ・サルコジ大統領が2
位に。5月 6日には決選投票が行わ
れる

 02 ◆スーダン停戦要求決議　国連安保
理は，石油権益などをめぐり戦闘が
激化しているスーダンと南スーダン
両国に即時停戦を要求し，守られな
い場合は経済制裁を警告する決議を
全会一致で採択した

 06 ◆仏大統領にオランド氏 　フラン
ス大統領選の決選投票は，左派・社
会党のフランソワ・オランド前第1
書記が，財政緊縮路線を主導した保
守・民衆運動連合のニコラ・サルコ
ジ大統領を破り当選

 06 ◆ギリシャ総選挙，反緊縮派躍進で
再選挙に 　6日のギリシャ総選挙は
財政緊縮策に反対する勢力が躍進，
緊縮策を支持する連立与党の2大政
党は過半数割れ。連立交渉は失敗，
6月 17日の再選挙が決まった

 07 ◆プーチン氏が大統領復帰 　ロシ
アのウラジーミル・プーチン氏は第
4代大統領に就任，4年ぶりに復帰
した。下院はドミトリー・メドベー
ジェフ前大統領の首相任命に同意
し，8日 , 大統領と首相のポスト交
換による新体制が発足した

 10 ◆シリアで多数の住民殺害 　シリ
アのダマスカスで爆発があり，内務
省は死者 55人とした。昨年 3月の
反体制デモ開始以来，首都最大規模
のテロ。25日には中部ホウラで住
民多数が砲撃や銃撃で殺害された。
死者 108人，うち子供 49人と国連
に報告され，安全保障理事会は報道
機関向け非難声明を27日に採択

 18 ◆G8サミット首脳宣言，ギリシャ
のユーロ圏残留期待　主要 8か国
(G8) 首脳会議 (サミット )が米キャ
ンプデービッドで開幕。〈1〉財政健
全化と経済成長の両立を目指す〈2〉

主化支援のため，円借款を 25年ぶり
に再開する意向を表明した

 27 ◆日銀が追加緩和　日銀は金融政策決
定会合で，国債などを買い入れる基金
の総額を 5兆円増やして 70兆円にす
る追加金融緩和を決定した。買い入れ
る国債は10兆円増やす

 27 ◆改正郵政民営化法が成立 　日本郵
政グループを現在の5社体制から4社
体制に再編する改正郵政民営化法が，
参院本会議で，共同提出した民主，自
民，公明 3党などの賛成多数で可決，
成立した。これにより，郵便事業と郵
便局が統合され，ゆうちょ銀行とかん
ぽ生命の全株売却は努力目標に。完全
民営化が崩れることになった

 05 ◆国内全原発が停止　 廃炉の決まっ
た福島第一の 4基をのぞく国内 50基
の原子力発電所で，唯一稼働していた
北海道電力泊原子力発電所 3号機が，
定期検査のため発電を停止した。商業
用原発の全停止は42年ぶり

 09 ◆東電を実質国有化　政府は，東京電
力の経営再建策や事実上の国有化を盛
り込んだ総合特別事業計画を認定し
た。10年間で総額3兆 3650億円超の
経費削減を掲げる一方，家庭向け電気
料金の平均10.28%値上げも明記した

10 ◆新たに9湿地登録へ　 環境省は，湿
地を保全するラムサール条約の新登録
候補地として，9か所を指定した。7
月の締約国会議で正式に決定した

18 ◆ H2Aロケット，初の商業打ち上げ
海外から初受注した韓国の衛星など4
基を搭載したH2Aロケット21号機が，
鹿児島県の種子島宇宙センターから打

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

6

4
月

ラムサール条約と指定地 　正
式名称は，「特に水鳥の生息地

として国際的に重要な湿地に関す
る条約」。1971 年にイランのラム
サールにおいて同国政府主催で開
催された「湿地及び水鳥の保全の
ための国際会議」において採択さ
れ，開催地にちなみ一般に「ラム
サール条約」と呼ばれる。

 　今回の新規登録候補地 (9 か所 )
 　大沼 (北海道 )  ，渡良瀬遊水地
( 茨城県，栃木県，群馬県，埼玉
県 )，立山弥陀ヶ原・大日平 (富山
県 )，中池見湿地 (福井県 ) ，東海
丘陵湧水湿地群 (愛知県 )  ，円山
川下流域・周辺水田 (兵庫県 )，宮
島 (広島県 ) ，荒尾干潟 (熊本県 )  
，与那覇湾 (沖縄県 ) 

憲法審査会 　(1) 日本国憲法
及び日本国憲法に密接に関連

する基本法制についての広範かつ
総合的な調査，(2) 憲法改正原案，
日本国憲法に係る改正の発議また
は国民投票に関する法律案等の審
査を行う機関で，第 167 回国会
から衆参各議院に設置された。憲
法審査会の組織，運営等に関する
事項は，衆参各議院の議決に委ね
られている。2009 年 6 月に衆議
院憲法審査会規程は議決され，参
議院憲法審査会規程は 2011 年 5
月に議決された。これにより，憲
法審査会は第 179 回国会 (2011
年 10 月 20 日召集 ) から活動を
開始した。
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６
月

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

ギリシャのユーロ圏残留への関心を
確認する，などを柱とする首脳宣言
を採択

 
01 ◆新財政協定を批准　欧州連合 (EU) の
新財政協定の是非を問う国民投票が
アイルランドで行われ，賛成多数で
批准が決定。欧州の緊縮財政路線に
支持を与えた格好

 02 ◆ムバラク前大統領に終身刑　デモ
参加者を殺害したなどとして，エジ
プトのムバラク前大統領にカイロの
特設法廷は終身刑 (求刑・死刑 )の判
決

 12 ◆シリア「内戦下」 　国連事務次長は
記者団に，シリアは内戦下との見解
を示す。そのため16日には国連シリ
ア停戦監視団は国内活動を一時停止
すると発表。26日 , アサド大統領は
閣僚らを前に演説し，国内は「真の
戦争状態」と初めて明らかにした

 13 ◆チュニジア元大統領に終身刑　
チュニジア軍事法廷は，サウジアラ
ビア亡命中のベンアリ元大統領に，
デモ参加者を殺害したなどとして終
身刑 (求刑・死刑 )を言い渡した。

 17 ◆ギリシャ再選挙，緊縮派が過半数
　 ギリシャ議会再選挙は財政緊縮策
支持派の新民主主義党と全ギリシャ
社会主義運動が第 1党と第 3党にな
り，両党で過半数。両党と緊縮策反
対派の第 6党・民主左派が連立政権
樹立で20日，合意した。全ギリシャ
社会主義運動，民主左派の閣外協力
を得て，サマラス党首を首相とする
新政権が発足した

1章「天皇」をめぐり，自民党は天
皇を「元首」と明記すべきだと主張。
公明党などは「象徴天皇は定着して
いる」と改憲の必要性を否定した

 26 ◆島サミット 日本400億円支援表
明　 日本と太平洋島嶼 (とうしょ )国
の「第 6回太平洋・島サミット」首
脳会議は，沖縄県名護市で，日本が
島嶼国に 3年間で最大 5億ドル ( 約
400億円)援助することを柱とした「沖
縄キズナ宣言」を採択した

 04 ◆野田再改造内閣発足　閣僚18人の
うち，参院で問責決議を受けた前田
武志・前国土交通相，田中直紀・前
防衛相ら 5人が交代。防衛相に民間
から初めて森本敏・拓殖大教授を起
用した

 12 ◆大阪都法案を提出　民主，国民新
両党は大阪都構想を実現するための
法案を衆院に共同提出した。東京以
外の道府県でも特別区設置を可能に
する。対象は政令指定都市と周辺市
町村の総人口が200万人以上の区域

 16 ◆大飯原発再稼働を決定　野田首相
は 8日の記者会見で関西電力大飯原
子力発電所3，4号機の再稼働が必要
と表明。地元・福井県おおい町の時
岡忍町長は14日に同意した。西川一
誠福井県知事は首相官邸で首相に同
意を伝え，政府は首相と関係閣僚の
会合で再稼働を決定。政府は関電に
準備作業に入るよう指示し，関電は
機器の清掃などに着手した。早けれ
ば7月下旬にフル稼働する

 20 ◆原子力規制委法が成立　原子力規
制委員会設置法が参院本会議で，民
主，自民，公明 3党などの賛成多数
で可決，成立した。規制委は国家行
政組織法 3条に基づく独立性の高い
組織で，環境省の外局となる

 21 ◆ 79日間延長　民主，国民新両党は
今国会会期を9月 8日まで 79日間延
長するよう衆参両院議長に申し入れ，
衆院本会議で賛成多数により可決さ

ち上げられ，初の商業打ち上げが成功
した

 28  ◆原発比率で4案 　経済産業省の総
合資源エネルギー調査会は2030年に目
指す電源構成で，原発比率の選択肢を
0%・15%・20%・25%の 4種類とする
報告書をまとめた。原発依存の拡大に
なると批判された「35%」は選択肢か
ら外した

 01 ◆初値は1元=12円33銭  円と中国
の人民元を直接交換する為替取引が東
京，上海両市場で開始。東京では国内
銀行間取引で1元=12円 33銭の初値

 04 ◆東証指数28年半ぶり安値 　東証
株価指数 (TOPIX) は 13.42 ポイント安
695.51。1983 年 12 月 14 日 (696.19) 以
来約 28年半ぶり700割れ

19 ◆G20，欧州安定「あらゆる措置」　 主
要20か国・地域 (G20)首脳会議 (サミッ
ト )は欧州の財政・金融危機対処へ「あ
らゆる必要な措置」との首脳宣言を採
択。29日には ,ユーロ圏17か国は臨時
首脳会議で，救済資金を直接銀行に注
入可能にする市場安定化策をまとめた

 20  ◆ JAL再上場へ 　日本航空は東京証
券取引所に株式の上場を申請した。復
帰は約2年 7か月ぶり

 25 ◆有機ELテレビ　ソニーとパナソニッ
クが次世代テレビ向けの有機 EL( エレ
クトロルミネッセンス )パネルを共同
開発することで合意したと発表。有機
ELテレビで先行する韓国勢に対抗する

 25 ◆金融支援　地中海の島国キプロスは
欧州連合 (EU) のユーロ圏諸国に金融支
援を要請した。銀行への資本注入など
が目的。ユーロ圏17か国のうち支援要
請したのはスペインに次いで5か国目

 27 ◆電力9社が株主総会　 原子力発電所
を持つ電力 9社は株主総会を開いた。
東京電力筆頭株主の東京都や関西電力

5
月

「恨む理由はない」　　6 月 14
日 , ミャンマーの国民民主連盟

（NLD）を率いるアウン・サン・スー・
チー氏は，ジュネーブで記者会見。
24年間の自宅軟禁を強いた軍を許
せるかと問われ、「本を読む時間を
たっぷり与えてくれた。恨む理由
はない」と和解姿勢を示した

最古の戸籍「木簡」
　6月 12日，福岡県太宰府市

の国分 (こくぶ )松本遺跡で，人名
や身分など戸籍の内容を記録した，
飛鳥時代後期 (7世紀末 )の木簡が
見つかったと市教委が発表。現存
最古のものとなる

6歳未満，初の臓器提供
 富山大付属病院は，6月 14日，

低酸素性脳症の6歳未満男児を改正
臓器移植法に基づき脳死と判定。判
定基準の厳しい6歳未満で初の臓器
提供が行われた。 家族が承諾し，心
臓は大阪大病院で10歳未満女児に
肝臓は国立成育医療研究センターで
10歳未満女児に移植された

金環日蝕，932年ぶり広域観
測　 5 月 21 日，金環日食が九

州南部から東北南部の太平洋側で観
測された。金環日蝕は太陽が月に
よって隠され，太陽の真ん中に月が
入ることでその周囲が環状に輝く現
象。国内では1987年沖縄以来。こ
れほど広範囲の観測は平安時代以来
932年ぶり
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国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

れた
 26 ◆消費増税，衆院通過　民自公 3党
は 15日に社会保障・税一体改革関連
法案の修正と今国会成立で合意した。
関連法案は 3党と国民新，たちあが
れ日本の各党などの賛成多数で可決，
参院に送付された。消費税法改正案
採決で，民主党は小沢一郎元代表の
グループを中心に57人が反対，16人
が欠席・棄権した

 03 ◆露首相，国後島を訪問 　ロシア
のメドベージェフ首相は北方領土の
国後島を訪問した。大統領在任中の
2010年 11月に続き2度目

 05 ◆国会と政府の原発事故調が最終報
告　東京電力福島第一原子力発電所
事故の国会「事故調査委員会」は，
最終報告書を衆参両院議長に提出。
事故は規制当局や東電の安全対策の
「意図的な先送り」が招いた「人災」
と断定した。また 23 日には政府の
事故調査・検証委は最終報告を発表。
不十分な過酷事故対策や自然災害と
原発事故の複合災害の視点の欠如な
どが「複合的に存在」と指摘

 07 ◆尖閣諸島，国有化方針　 政府は尖
閣諸島を国有化する方針を固め，地
権者と購入交渉に入った。野田首相
が記者団に「様々なレベルで様々な
接触をして総合的に検討している」
と述べた

 09 ◆小沢氏ら除籍処分　社会保障・税
一体改革関連法案の衆院採決で造反
した民主党の小沢一郎元代表ら衆院
議員38人と参院議員12人の計 50人
は離党届を 2日提出した。翌日，民
主党は12人の離党を承認。38人のう
ち撤回の1人を除く小沢氏ら37人を
除籍 (除名 )，反対したが離党しなかっ
た議員のうち 17人を党員資格停止 2
か月，鳩山元首相を同3か月の処分

 11 ◆小沢新党49人で発足 　小沢氏ら
は東京・永田町の憲政記念館で新党
「国民の生活が第一」の結党大会を開
いた。民主党に所属していた国会議

 24 ◆エジプト大統領に初のイスラム主
義・モルシ氏 　エジプト大統領選決
選投票開始 (16 日 )。終了直後，軍最
高評議会は大統領権限を制限する改
正憲法宣言 (17日 )。選挙委員会はイ
スラム主義組織ムスリム同胞団の推
すムハンマド・モルシ氏が元首相ア
フマド・シャフィク氏を破り当選と
発表した。イスラム主義の大統領は
同国初

 01 ◆メキシコ政権交代　メキシコ大統
領選は，最大野党・制度的革命党 (PRI)
のエンリケ・ペニャニエト前メキシ
コ州知事が当選した

 10 ◆エジプト議会解散「無効」 　エジプ
トのモルシ大統領は，軍最高評議会
による人民議会の解散宣告を無効と
する大統領令を 8日出した。人民議
会は本会議を開き，議会の有効性確
認のため司法裁判の最上級審「破棄
院」への提訴を決定。最高憲法裁判
所は大統領令の効力停止を決定した

 13 ◆共同声明を断念　東南アジア諸国
連合 (ASEAN) 外相会議は南シナ海の
領有権問題をめぐり，対中強硬派の
フィリピン，ベトナムと親中派のカ
ンボジアの意見が一致せず，共同声
明採択を断念した

  17 ◆「三沙市」が発足　中国がベトナ
ムなどと領有権を争う南シナ海の南
沙 (英語名スプラトリー )諸島などの
実効支配を強化するため，海南省が
管轄する行政組織を設置

 18 ◆シリア国防相殺害 　ダマスカスの
国家治安局ビルで自爆テロがあり，
シリアのダウド・ラジュハ国防相，
アサド大統領の義兄アーセフ・シャ
ウカト国防次官ら政権幹部が死亡。
国連安全保障理事会は，20日，国連
シリア停戦監視団の任期を30日間延
長する決議を採択した

 22 ◆インド大統領にムカジー氏　イン
ド大統領選は与党連合候補のプラナ
ブ・ムカジー前財務相が当選した。
インドの大統領は，国会議員と州議
会議員あわせて4800人以上の投票に
より選ばれる。大統領は儀礼的な存
在であるが，元首および軍の最高司
令官としての権威と威信はあり，ま
た，州が異常事態に陥った場合には
直接これを統治する権限がある。

 29 ◆香港で9万人デモ　中国本土の愛
国教育に相当する「国民教育科」の

筆頭株主の大阪市などの株主提案は，
全社で否決された

 29 ◆ 3区間の着工認可 　羽田雄一郎国土
交通相は北海道，北陸，九州・長崎ルー
トの整備新幹線 3区間の着工を認可し
た。総事業費は計約 3兆 400 億円の見
込みで，2035年度末ごろまでに順次開
業

 01 ◆大飯3，4号機再稼働　関西電力は
停止していた大飯原子力発電所 3号機
を起動。「原発ゼロ」が 57日ぶりに解
消された。9日にフル稼働し，藤村官房
長官が関電管内の節電目標を2010年夏
比「15%以上」から「10%以上」に緩
和すると発表した。18日には 4号機も
起動し ,25日からはフル稼働。管内の今
夏の供給力不足はほぼ解消した

 05  ◆ユーロ史上最低金利　欧州中央銀行
はユーロ圏の理事会で，債務危機対応
のため主要政策金利を 0.25%引き下げ
年0.75%にすると決定。金利水準はユー
ロ導入以降で最低

 06 ◆ LIBOR不正，捜査着手　英金融大
手バークレイズが国際的金利指標「ロ
ンドン銀行間取引金利 (LIBOR ＝ライ
ボー )」を不正操作した問題が浮上し，
英重大不正捜査局が捜査着手。バーク
レイズの前最高執行責任者は16日の英
議会で，イングランド銀行 (英中央銀行 )
副総裁が不正申告を指示したと証言し
た

  13 ◆ヤマダ，ベスト電器買収　家電量販
最大手ヤマダ電機は同 7位ベスト電器
を買収すると発表。買収金額121億円

 24 ◆ユーロ安94円12銭 　ニューヨー
ク外国為替市場の円相場は一時，1ユー
ロ =94 円 12 銭と，11 年 8か月ぶりの
円高・ユーロ安

 25 ◆貿易赤字，上半期は過去最大 　財務
省発表の今年上半期の貿易収支は 2兆
9158億円の赤字。第 2次石油危機で輸

７
月
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最高裁「PTSDは傷害」
7月 24日，東京都内のマンショ

ンなどに女性4人を監禁，心的外傷後
ストレス障害 (PTSD) を発症させたと
して，監禁致傷罪などに問われた無職
の男について，最高裁はPTSDも刑法
の「傷害」と初判断，上告を棄却する
判断を示した。

ヒッグス粒子「発見」　
7 月 4日，欧州合同原子核研究

機関は「ヒッグス粒子とみられる新
粒子を発見した」と発表した。基本
的な粒子の一つで質量の起源とされ
る。宇宙の成り立ちを知るのにつな
がるノーベル賞級の成果
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国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

員 49人 ( 衆院 37人，参院 12人 ) が
参加，衆院で公明党を上回る第 3党
に。小沢氏が代表と選挙対策委員長
を兼務

 16  ◆脱原発集会17万人　 作家の大江
健三郎さんらが呼び掛けた「さよう
なら原発10万人集会」が東京・代々
木公園であり，主催者発表で約17万
人が参加。原発ゼロを求める署名は
約785万人分が集まった

 23 ◆オスプレイ岩国搬入　米軍が日本
に配備する新型輸送機MV22オスプ
レイ12機が米軍岩国基地に搬入され
た

 
 03 ◆死刑2人執行 　法務省は死刑囚 2
人の刑を執行と発表した。死刑確定
は130人に 

 08 ◆解散「近いうちに」　　野田首相は
谷垣自民党総裁，山口公明党代表と
会談し，社会保障・税一体改革関連
法案の早期成立と法案成立後「近い
うちに国民に信を問う」ことで合意

 10 ◆一体改革法が成立　社会保障・税
一体改革関連法は参院で，民主，自
民，公明3党などの賛成多数で可決，
成立した。5%の消費税率は，経済情
勢が悪化しない限り 2014 年 4月に
8%，15年 10月には 10%に

 10 ◆韓国大統領，竹島上陸　韓国の李
明博大統領は島根県・竹島に韓国大
統領として初上陸。政府は韓国大使
を一時帰国させた

 15 ◆終戦67年　67 回目の終戦記念日
を迎え，政府主催の全国戦没者追悼
式が東京・日本武道館で開かれた。
野田佳彦首相は「不戦の誓いを堅持
し，国際平和の実現を不断に追求し
ていくことを誓う」と式辞

 15 ◆ 2閣僚参拝　羽田雄一郎国土交通
相と松原仁国家公安委員長は，靖国
神社を参拝した。閣僚の靖国参拝は
民主党政権発足後初めて

 29 ◆「大阪都」法成立　 「大阪都」構
想実現の前提となる大都市地域特別
区設置法など，15法律が参院で可決，
成立した

 29 ◆首相問責決議を可決 　野田首相の
問責決議は参院で自民党など野党の
賛成多数で可決

入額増の80年同期 (2兆 6217億円の赤
字 )を上回り，比較可能な 79年以降，
過去最大 

 25 ◆東電の値上げ認可　 枝野経済産業相
は，家庭向け電気料金を 9月 1日から
平均 8.46%値上げするとした東京電力
の申請を認可した

26 ◆最低賃金7円上げ　中央最低賃金審
議会は，2012年度地域別最低賃金 (時
給 )の引き上げ幅を全国平均で 7円と
するよう求める「目安」を小宮山洋子
厚生労働相に答申した。試算では，全
国平均額は744円となる

 03 ◆「5年超で無期雇用」義務 　契約社
員など有期雇用労働者が同じ会社で 5
年を超えて働いた場合，本人の希望で
無期雇用転換を会社に義務づける改正
労働契約法が参院で可決，成立

 15 ◆北越，大王株2割取得　 製紙業界 5
位の北越紀州製紙は同 4位の大王製紙
の株式の 2割弱を大王の創業家側から
取得，筆頭株主になったと発表。両社
合わせた売上高は業界3位

 20 ◆アップル時価最高49.5兆円 　米ナ
スダック市場で米アップルの時価総額
が終値換算約 6235 億 1560 万ドル (約
49 兆 5070 億円 ) となり，上場企業の
過去最高。日本企業最大のトヨタ自動
車 (約 11兆 1890億円 )の約 4.4倍

 22◆脱原発団体と面会　野田佳彦首相は
脱原発を求めて毎週金曜夕に官邸前で
抗議行動を呼び掛けている市民団体の
代表メンバーと面会。団体側は全原発
の廃炉を要求，首相は基本的な政府方
針は脱原発依存だと理解を求め，主張
は平行線に終わった

 22 ◆露がWTO加盟 　ロシアは世界貿易
機関 (WTO) に正式加盟した。156番目

 24 ◆特許侵害，司法判断分かれる　 ス
マートフォンやタブレット型多機能端
末の特許を巡る訴訟で，米カリフォル
ニア州連邦地方裁判所陪審団は韓国サ
ムスン電子が米アップルの一部特許を
侵害との評決。ソウル中央地裁は互い
に侵害との判決。31日の東京地裁は ,
サムスンによる特許権侵害を否定，アッ
プルの請求棄却の判決を言い渡した

導入に反対して，香港市民9万人が
デモ行進

 05 ◆火星探査車着陸 　米航空宇宙局
(NASA) が 2011 年 11月に打ち上げ
た無人探査車「キュリオシティ (好
奇心 )」が火星に着陸。08年の米探
査機フェニックス以来 (米太平洋時
間5日 )

 12 ◆エジプト軍の立法権剥奪 　エジ
プトのモルシ大統領は，軍に代わり
大統領が立法権を掌握する新憲法宣
言を発布した

 16 ◆国連シリア停戦監視団廃止　 国
連安全保障理事会は国連シリア停戦
監視団を 19日で廃止と決定した。
また ,翌 17日には ,国連とアラブ連
盟のシリア問題共同特別代表にラク
ダル・ブラヒミ元アルジェリア外相
が任命された

 20 ◆シリアで日本人ジャーナリスト
死亡 　北部の中心都市アレッポで，
反体制派武装組織「自由シリア軍」
に同行して取材をしていた山本美香
さんが銃撃戦に巻き込まれ死亡した

 28 ◆米共和党，ロムニー氏指名 　米
共和党大会はミット・ロムニー前マ
サチューセッツ州知事を同党大統領
候補に指名した

女性の長寿世界一陥落
厚生労働省が 7月 26日に発表

した 2011 年の日本人の平均寿命
は，男性79.44歳，女性85.90歳。
1985年から長寿世界1位だった女
性は86.7 歳の香港に抜かれる。男
性トップも80.5 歳の香港で，前年
4位の日本は 8位に後退した。東
日本大震災や20代女性の自殺増加
が要因とみられている

７
月

（2012.1 ～ 2012.9　「読売新聞」NEWS月録，「東京新聞」ニュースメモなどより構成）

ロンドンオリンピック閉幕
第 30回夏季五輪ロンドン大会

は 7月 27日開幕した。8月 12日
までの競技期間で，日本は過去最
多のメダル38個 (金 7，銀14，銅
17) を獲得。重量挙げ女子48キロ
級の三宅宏実の銀メダルに始まり，
競泳は戦後最多11個，バドミント
ン (女子ダブルス銀 )，卓球 (女子
団体銀 )，フェンシング男子フルー
レ団体 ( 銀 )，サッカー女子 ( 銀 )
は初メダル


