ガザのデモと国連の反応まとめ
日付

ガザ、帰還を求めるデモ関連の動き

死者

死者総計

ソース

国際社会の反応
・クウェートの呼びかけで、国連安保理で緊急集会が開かれる
・国連事務総長は声明を発表し、が安保理に「イスラエルによるパレスチナ人デモ隊への発砲に

3月30日

Great March of Return
30,000人のパレスチナ人がデモに参加。

https://www.haaretz.com/israel-
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news/.premium-five-palestinians-reportedlykilled-by-israeli-army-as-thousands-rally-formass-gaza-protests-1.5962159

関して独立性と透明性のある国際的調査」を求める決議案を提出。
・イスラエルの非難決議がアメリカの拒否権行使によって否決される。
・アラブ連盟が緊急集会を招集
・エジプト・ヨルダンはイスラエルへの非難声明を発表

4月3日
4月4日

DFLPメンバーのパレスチナ男性がフェンスを越えてイ
スラエル側に侵入しIDFに射殺される。
武装したパレスチナ人がフェンスに近づきIDFに射殺さ
れる。

ソース

https://edition.cnn.com/2018/03/31/middl
eeast/gaza-protests-un-intl/index.html
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/arableague-to-hold-emergency-meeting-onpalestine/1105646
https://www.jpost.com/Arab-IsraeliConflict/Egypt-Jordan-condemn-Israelsattack-on-Palestinian-protesters-547693

AIDAの反応

ソース

声明発表

http://www.aidajerusal

”70+ INGOs condemn Israel’s

and-products/70-

em.org/publications-

unlawful killing of civilians in Gaza

ingos-condemn-israels-

”

civilians-in-gaza/

unlawful-killing-of-

https://www.timesofisrael.com/palestinians-
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say-man-shot-dead-by-israeli-troops-on-gaza-
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jet-fighter-attacks-armed-palestinian-near-gaza-

border/
https://www.haaretz.com/israel-news/israeliborder-1.5977033

EUがイスラエルの市民へ向けた発砲に対する非難声明を発表

https://www.timesofisrael.com/euexpresses-concern-over-israeli-use-of-livefire-for-crowd-control

ICCが声明発表
4月6日

タイヤを燃やすデモで約20,000人が参加。ジャーナリ
スト含む9人がIDFにより射殺される。
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https://www.aljazeera.com/news/2018/04/pal
estinian-journalist-yasser-murtaja-dies-shotisraeli-forces-180407054201619.html

"violence against civilians – in a situation such as the one prevailing in Gaza – could
constitute crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court ("ICC"
or "the Court"), as could the use of civilian presence for the purpose of shielding

https://www.theguardian.com/world/2018/
apr/08/chief-icc-lawyer-calls-for-end-toviolence-along-gaza-border

military activities."

4月12日 パレスチナ人2人IDFにより射殺される。
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palestinian-territory/ocha-flash-update-decline-
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east/several-killed-in-mystery-blast-in-gaza-
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10,000人がデモに参加。1人が殺害された他、67人
4月13日 の子どもを含む969人が重軽傷を負い、そのうち223
人は実弾によるもので、うち2人が後に死亡。
4月14日 4人が爆発に巻き込まれ死亡。
Women's March of Gazaとして、10,000人がデモ
4月20日 に参加。15歳の少年を含む4人が射殺された他、445

https://www.aljazeera.com/news/2018/04/isr
aeli-forces-kill-palestinians-gaza-protestscontinue-180412175612461.html

https://reliefweb.int/report/occupiedpalestinian-casualties-during
https://www.smh.com.au/world/middle20180414-p4z9of.html
https://www.independent.co.uk/news/world/mi

人が重軽傷を負い、うち96人には実弾が使用された。

ddle-east/gaza-15-yearold-boy-four-deadisraeli-soldiers-shoot-palestine-protestersborder-a8315536.html

国連安保理にて、中東和平特別調整官が”Gaza is about to explode”と発言、加盟国に行動

https://unsco.unmissions.org/briefing-

を呼びかける。

including-palestinian-question

security-council-situation-middle-east-

Day of Rebellious Youthとして、10,000人がデモに
4月27日

参加。3人が射殺された他、884人が重軽傷を負い、
そのうち174人には実弾が使用され、2人が後日死亡
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https://www.haaretz.com/israelnews/.premium-israeli-officer-most-killingsduring-gaza-protests-unintentional-1.6034421

した。
4月29日

フェンス付近で爆弾を投げたとされるパレスチナ人男
性2人が射殺される
Friday of the Palestinian Workerとして、10,000

5月4日 人のパレスチナ人がデモに参加。431人が重軽傷を負
い、うち70人は実弾によるもの。
5月5日 6人のハマス工作員が爆発に巻き込まれて死亡。
5月6日
5月11日

フェンス付近で爆弾を運んでいたとされるパレスチナ
人男性3人が射殺される
15,000人がデモに参加し、1人が射殺され、973人
が重軽傷覆った。

https://www.haaretz.com/israel-news/idf-twopalestinians-tried-to-cross-into-israel-from-gazaone-killed-1.6035677

https://www.haaretz.com/israel-news/gazaprotests-weekly-border-march-begins1.6054447
https://www.haaretz.com/middle-eastnews/palestinians/explosion-rocks-central-gazastrip-fatalities-reported-1.6055148
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L5252848,00.html
https://www.jpost.com/Israel-News/As-Gazaprotests-continue-IDF-employs-new-tactics-tocombat-riots-556210

・国連安保理で緊急集会が開かれる
・クウェートが安保理に「イスラエルによるパレスチナ人デモ隊への発砲に関して独立性と透明性
のある国際的調査」を求める決議案を提出。アメリカの拒否権行使によって否決される。
・EUはイスラエルに市民の平和的デモの権利を認めること、ハマスに暴力の行使を控えることを
求める声明を発表。
・ドイツのメルケル首相はガザで起こっていることを”心配している”としながらも、イスラエルの自
衛権を擁護する旨を発言。
5月14日

1,200人が重軽傷覆い、60人が殺害され、2014年の
戦争以来最大の犠牲者を出した。

https://www.theguardian.com/world/live/2018

60
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/may/15/gaza-israel-nakba-day-protests-aspalestinians-bury-those-killed-in-embassyunrest-live-updates

https://eeas.europa.eu/headquarters/headq
restraint-both-sides-following-deaths-dozenspalestinian-protesters_en

https://www.washingtonpost.com/world/toll-

た。うち一人が射殺された。

for-gaza-protests-rises-to-59-as-baby-diesexpected/2018/05/15/ee4156f8-57c6-11e8988907bcc1327f4b_story.html?utm_term=.e467cc
258075

accountabili
ty-for-

523-indonesia-cancels-visas-for-israelis-

https://www.middleeastmonitor.com/20180
following-gaza-massacre/
https://www.timesofisrael.com/egypt-

・エジプトはイスラエルへの非難声明を発表

condemns-israel-for-deadly-force-against-

・トルコはイスラエル・アメリカへの非難声明を発表し、パレスチナの市民を守る国際平和維持

https://mg.co.za/article/2018-05-15-south-

ミッションの派遣を要請。在トルコイスラエル大使の追放。

gaza-violence

peaceful-marches-in-gaza/
africa-pulls-ambassador-out-of-israel-overhttps://www.mdm.or.jp/news/10126/

https://manniskohjalp.se/en/nyheter/2018/

5月15日「イスラエルのガザに対する暴力に対する非難」

05/im-condemns-israeli-violence-gaza

・アメリカ（アクションコール）：AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE「イスラエルはパレ

accountable-killing-palestinian-protesters

スチナの抗議者を殺害する責任を負う」
・アメリカ（声明）：CARE CARE 5月15日「イスラエルとパレスチナの紛争からの民間人の保護と
人道支援の強化を呼びかける」

https://www.afsc.org/action/hold-israelhttp://www.care.org/newsroom/press/press
-releases/care-calls-for-protection-civiliansin-israeli-palestinian-conflict
http://www.care.org/newsroom/press/press
-releases/care-calls-for-protection-civiliansin-israeli-palestinian-conflict

・UNRWAのクレヘンビュール事務局長はガザ視察を行い、今回の一連のデモでの負傷者数は
2014年のガザ攻撃時を超えていることを指摘した上で、「多数の負傷者への対応によりガザの
5月22日

保健医療体制は圧迫されており、いつ破綻してもおかしくない状況にある。国際社会からの支援
を求める」との談話を発表

5月27日

イスラエル軍はガザとの境界付近で爆発物が見つかっ
たとして砲撃し、イスラム聖戦の戦闘員3人が死亡。
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https://www.jpost.com/BreakingNews/Reports-Palestinian-Islamic-Jihad-memberkilled-in-Gaza-explosion-544724

翌30日にかけて、ガザから100発の迫撃砲とロケット
5月29日 弾発射。ハマスと「イスラム聖戦」が連名で犯行声明。

https://www.asahi.com/articles/DA3S1351879
0.html

イスラエル軍はハマス関連施設など65か所を空爆。
数千人がデモに参加し、約100人が重軽傷。ボラン
6月1日 ティアで医療行為をしていた女性看護師1名が実弾で

https://www.asahi.com/articles/ASL620W02L6
1UHBI031.html

狙撃され死亡。
翌3日未明にかけて、ガザからロケット弾4発発射（イス
6月2日 ラエル領内への着弾はなし）。イスラエル軍はハマス関
連施設など8か所を空爆。

https://www.asahi.com/articles/ASL634167L6
3UHBI008.html

demand-

・国際人権委員会はイスラエルの国際法違反に対する非難決議を可決

germany-gaza-violence-worrying-but-israel-

・スペイン（声明）：世界の医療団�5月14日「パレスチナ市民に対する暴力を強く非難します」

from-tear-gas-with-more-protests-

声明発表

has-right-to-defend-itself/

・スウェーデン（声明）：Swedish Development Partner

約120

ingos-

uarters-homepage/44527/gaza-eu-calls-

・イランはイスラエルへの非難声明を発表

1

m.org/80-

statement-investigation-a8352006.html

・アラブ連盟はサウジアラビアの呼びかけで、緊急会合を実施し、イスラエルによる人権侵害への http://www.israelhayom.com/2018/05/16/ ”80+ INGOs Demand

・南アフリカはイスラエル大使を追放し、在イスラエル南ア大使館を撤退した。

死者へ祈祷のためのデモが企画され、少人数が参加し

.aidajerusale

/middle-east/gaza-protests-latest-israel-

対応を話し合った。
・インドネシアはイスラエルに対する観光・商用ビザの発行とイスラエル人の入国を禁止

5月15日

http://www

https://www.independent.co.uk/news/world
palestine-trump-blocks-un-security-council-

https://www.middleeastmonitor.com/20180
523-unrwa-commissioner-generaldehumanization-of-will-not-bring-peace/

Accountability for Israel’s

Unlawful Killing of Demonstrators israelsin the Gaza Strip”

unlawfulkilling-ofdemonstrat
ors-in-thegaza-strip/

