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＜記載対象と留意点＞

1．対象期間は2007年 1月 1日から同年12月31日まで。
2．日本の要人の往訪については、原則として皇室、総理大臣、総理大臣特使、閣僚、外務副大臣、外務大臣政務官、衆参
両議院議長による外国訪問を記載。

3．各国・機関の要人の来訪については、原則として各国外務大臣相当以上及び国際機関の長の来日を記載。
4．日本の要人が国際会議出席の機会に第三国要人と会談を行ったものは、会議開催国への往訪における往来目的・主要日
程の欄に記載。

5．要人の肩書は当時のもの。
6．期間はいずれも現地における滞在期間。

往 菅総務大臣 １/11～１/14 １/11 ダスムンシ情報放送相と会談
１/13 マラン通信・IT相と会談

往 森元総理大臣 ２/13～２/14 日印交流年「2007年インドにおける日本年」
（総理大臣特使） 開会式典出席（２/13）

第34回日印経済合同委員会会議開会式における
基調講演（２/14）

往 浅野外務副大臣 ３/８～３/９ 第４回「日印シンポジウム」における基調講演
（３/９）
３/９ ムカジー外相と会談
３/９ クマール工業担当国務相と会談

来 ムカジー外相 ３/22～３/24 第１回日印外相間戦略対話出席（３/22）
３/22 安倍総理大臣に表敬

往 麻生外務大臣 ４/２～４/４ 第14回南アジア地域協力連合（SAARC）首脳会
議出席（４/３）
４/３ シン首相に表敬
４/３ アジーズ・パキスタン首相に表敬
４/３ ラージャパクサ・スリランカ大統領に表敬
４/３ 李

り

肇
ちょう

星
せい

中国外交部長と会談

往 松岡農林水産大臣 ４/12～４/14 WTO少数国非公式閣僚会合（G6）出席（４/12）
４/12 ナート商工相と会談

往 甘利経済産業大臣 ４/12～４/15 ４/13 ナート商工相と会談

往 冬柴国土交通大臣 ４/29～５/１ 日印観光交流年オープニング・セレモニー出席
（４/30）
４/30 ソニ観光文化相と会談
４/30 シン首相に表敬
５/１ プラサド鉄道相と会談
５/１ レディ都市開発相と会談
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2007年１月１日～12月31日

（1）アジア・大洋州
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往 甘利経済産業大臣 ６/30～７/３ 第２回エネルギー対話及び第１回政策対話出席
（７/２）
７/２ ナート商工相と会談
７/２ シン首相に表敬
７/２ アルワリア計画委員会副委員長と会談

往 安倍総理大臣 ８/21～８/23 インド国会における政策演説（８/22）
８/22 シン首相と会談
８/22 パティル大統領に表敬

往 小池防衛大臣 ８/23～８/24 ８/24 アントニー国防相と会談
８/24 ナート商工相と会談

インド

来 ギナンジャール地方代 ２/９～２/23 ２/20 安倍総理大臣に表敬
表議会議長 ２/20 麻生外務大臣に表敬

往 松岡農林水産大臣 ３/21 WTO非公式閣僚会合（G33及び招待国閣僚会合）
出席（３/21）
３/21 ラミーWTO事務局長と会談

来 ユスフ・カッラ副大統領 ５/23～５/26 第13回国際交流会議「アジアの未来」出席
（５/24）
５/24 麻生外務大臣と会談
５/25 安倍総理大臣に表敬

往 安倍総理大臣 ８/19～８/21 日・インドネシア経済連携協定（EPA）署名
（８/20）
ジャカルタにて政策演説（８/20）
８/20 ユドヨノ大統領と会談

来 ハッタ・ラジャサ国家 ８/27～８/29 故宮澤元総理大臣内閣・自民党合同葬儀出席
官房長官（政府特使） （８/28）

来 ギナンジャール地方 10/21～10/25 10/22 福田総理大臣に表敬
代表議会議長 10/22 高村外務大臣に表敬

往 鴨下環境大臣 10/24～10/25 気候変動に関する非公式閣僚会合出席
（10/24～10/25）
10/24 解

かい

振
しん

華
か

中国国家発展改革委員会副主任と
会談

10/25 ヘデゴー・デンマーク環境相と会談
10/25 ウーラス・英国環境・食料・農相と会談

往 鴨下環境大臣 12/10～12/15 気候変動枠組条約第13回締約国会議（COP13）
出席（12/11～12/15）
12/11 ウィットラー環境相と会談
12/13 ノヴィツキ・ポーランド環境相と会談
12/13 解

かい

振
しん

華
か

中国国家発展改革委員会副主任と
会談

12/14 潘
パン

基
ギ

文
ムン

国連事務総長と会談
12/14 ヒラリーベン・英国環境大臣と会談
12/14 ディマス・EU環境担当委員と会談

インドネシ
ア

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程
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往 小野寺外務副大臣 12/11～12/14 COP13出席（12/12～12/14）
12/13 ウリアルテ・チリ環境相と会談
12/13 テイイ・ツバル副首相兼天然資源・環境

相と会談
12/13 アブドゥラ・モルディブ環境・エネルギ

ー・水資源相と会談
12/13 タヨ・アラソ・ナイジェリア環境・水・

都市開発相と会談
12/13 ムワンドシャ・タンザニア環境担当国務

相と会談

インドネシ
ア

来 ハワード首相 ３/11～３/14 ３/12 麻生外務大臣と会談
３/13 安倍総理大臣と会談

来 ネルソン国防相 ６/４～６/７ 日豪外務・防衛閣僚協議出席（６/６）

来 ダウナー外相 ６/６～６/７ 日豪外務・防衛閣僚協議出席（６/６）
６/６ 麻生外務大臣と会談

往 甘利経済産業大臣 ７/５～７/６ 第13回アジア太平洋経済協力（APEC）貿易担当
大臣会合出席（７/５～７/６）

往 浜田外務大臣政務官 ７/５～７/６ 第13回APEC貿易担当大臣会合出席
（７/５～７/６）

往 尾身財務大臣 ８/２～８/３ 第14回APEC財務大臣会合出席（８/２～８/３）

往 町村外務大臣 ９/４～９/８ 第19回APEC閣僚会議出席（９/５～９/６）
９/４ ヨー・シンガポール外相と会談
９/４ ダウナー外相と会談
９/６ ピーターズ・ニュージーランド外相と会談
９/６ ベルニエ・カナダ外相と会談
９/６ 宋

ソン

旻
ミン

淳
スン

韓国外交通商部長官と会談
９/６ 楊

よう

潔
けつ ち

中国外交部長と会談
９/７ ライス・米国国務長官と会談
９/７ ハッサン・インドネシア外相と会談
９/７ ロムロ・フィリピン外務長官と会談
９/７ キエム・ベトナム副首相兼外相と会談

往 甘利経済産業大臣 ９/４～９/８ 第19回APEC閣僚会議出席（９/５～９/６）
９/５ 金

キム

宗
ジョンフン

韓国通商交渉本部長と会談

往 安倍総理大臣 ９/７～９/９ 第15回APEC首脳会議出席（９/８～９/９）
９/８ ブッシュ・米国大統領と会談
９/８ プーチン・ロシア大統領と会談
９/９ ハワード首相と会談
９/９ カルデロン・メキシコ大統領と会談

オーストラ
リア

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程
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来 ハオ・ナムホン副首相 ２/12～２/17 ２/13 麻生外務大臣と会談
兼外相

来 フン・セン首相 ６/13～６/16 公賓
日・カンボジア共同声明及び日・カンボジア投
資協定署名（６/14）
６/14 天皇陛下に謁見
６/14 安倍総理大臣と会談

来 ヘン・サムリン国民 10/15～10/20 衆議院議長招待
議会議長及び同令夫人 10/15 福田総理大臣と会談

10/15 天皇皇后両陛下に謁見
10/16 河野衆議院議長と会談
10/16 江田参議院議長と会談

カンボジア

来 トン大統領及び同令夫 １/31～２/５ 実務訪問賓客
人 ２/１ 安倍総理大臣と会談

２/１ 天皇皇后両陛下と御会見

来 トン大統領 12/２～12/４ 第１回アジア・太平洋水サミット出席
（12/３～12/４）

キリバス

往 浜田外務大臣政務官 ５/17～５/21 タヌマフィリ２世・サモア元首国葬出席（５/18）
（政府特派大使） ５/18 トゥイラエパ首相に表敬

サモア

来 リー・シェンロン首相 ３/19～３/21 公式実務訪問賓客
及び同令夫人 日・シンガポール経済連携協定（EPA）改正議

定書署名（３/19）
３/19 安倍総理大臣と会談
３/20 麻生外務大臣と会談
３/20 天皇皇后両陛下との御昼餐

来 リー・クアンユー内閣 ５/22～５/26 第13回国際交流会議「アジアの未来」出席
顧問 （５/24）

５/25 安倍総理大臣に表敬

往 久間防衛大臣 ６/２ 第６回アジア安全保障会議出席（６/２）
６/２ 金

キム

章
ジャン

洙
ス

韓国国防部長官と会談

往 若林環境大臣 ６/24～６/25 世界経済フォーラム（WEF）東アジア会議2007
出席（６/24）

往 浜田外務大臣政務官 ８/22～８/24 東アジア首脳会議（EAS）エネルギー大臣会合
出席（８/23）

来 ヨー外相 10/26～10/27 10/27 高村外務大臣と会談

シンガポー
ル

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程
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往 福田総理大臣 11/19～11/22 第11回ASEAN＋３首脳会議出席（11/20）
日中韓首脳会議出席（11/20）
第11回日・ASEAN首脳会議出席（11/21）
第３回EAS出席（11/21）
日・ASEAN包括的経済連携協定妥結を確認
（11/21）
11/20 温

おん

家
か

宝
ほう

中国国務院総理と会談
11/20 盧

ノ

武
ム

鉉
ヒョン

韓国大統領と会談
11/20 フン・セン・カンボジア首相と会談
11/20 ブアソーン・ラオス首相と会談
11/20 ズン・ベトナム首相と会談
11/21 リー・シェンロン首相と会談
11/21 シン・インド首相と会談
11/21 テイン・セイン・ミャンマー首相と会談

往 高村外務大臣 11/19～11/21 日中韓外相三者委員会出席（11/20）
ASEAN関連外相会議出席（11/20）
11/20 宋旻淳

ソンミンスン

韓国外交通商部長官と会談
11/20 ニャン・ウィン・ミャンマー外相と会談
11/20 キエム・ベトナム副首相兼外相と会談
11/21 テイン・セイン・ミャンマー首相に表敬

往 甘利経済産業大臣 11/20 第３回EAS出席（11/20）

来 ヨー外相 12/13～12/15 12/14 高村外務大臣と会談

シンガポー
ル

来 ロクバンダーラ国会議長 ３/12～３/17 衆議院議長招待
及び同令夫人 ３/13 河野衆議院議長に表敬

３/13 扇参議院議長に表敬
３/14 天皇皇后両陛下に謁見

来 ボーゴラガマ外相 ６/26～６/29 ６/27 麻生外務大臣と会談

来 ラージャパクサ大統領 12/８～12/11 公式実務訪問賓客
及び同令夫人 参議院政府開発援助特別委員会出席（12/10）

12/10 天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐
12/10 福田総理大臣と会談
12/10 高村外務大臣と会談
12/10 江田参議院議長に表敬

来 ボーゴラガマ外相 12/９～12/11 大統領に同行

スリランカ

往 岩屋外務副大臣 １/16～１/18 日タイ修好120周年開幕式典出席（１/16）
１/17 サワニット外務副大臣と会談
１/17 スラユット首相に表敬

来 ニット外相及び同令夫人 ２/25～２/28 日タイ修好120周年記念事業出席（２/27）
２/26 麻生外務大臣と会談

タイ

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程
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往 秋篠宮殿下 ３/14～３/22 御旅行
家禽類に関する日タイ共同調査研究に係る会議
御出席（３/16～３/17）
キング・モンクット工科大学名誉学位授与式御
出席（３/22）

来 スラユット首相及び ４/２～４/５ 日・タイ経済連携協定（EPA）署名（４/３）
同令夫人 ４/３ 安倍総理大臣と会談

４/５ 天皇皇后両陛下に謁見

来 ニット外相及び同令夫人 ４/２～４/５ 首相に同行

来 チュラポン王女殿下 10/13～10/21 10/19 天皇皇后両陛下との御夕餐

来 ニット外相及び同令夫人 10/31～11/２ 日・タイ経済連携協定第１回合同委員会出席
（11/１）
10/31 高村外務大臣と会談

往 宇野外務大臣政務官 12/８～12/９ 12/８ 日タイ修好120周年記念事業出席

タイ

来 李
り

肇
ちょう

星
せい

外交部長 ２/15～２/17 外務省賓客
２/15 河野衆議院議長に表敬
２/16 麻生外務大臣と会談
２/16 安倍総理大臣に表敬

中華人民共
和国

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 冬柴国土交通大臣 １/11～１/12 １/11 金成珍
キムソンジン

海洋水産部長官と会談
１/11 金

キム

明
ミョン

坤
ゴン

文化観光部長官と会談
１/12 李

イ

庸燮
ヨンソプ

建設交通部長官と会談

往 伊吹文部科学大臣 １/12 第１回日中韓科学技術協力担当大臣会合出席
（１/12）

往 麻生外務大臣 ３/31～４/１ ３/31 宋旻淳
ソンミンスン

外交通商部長官と会談

往 柳澤厚生労働大臣 ４/７～４/８ 第１回日中韓三国保健大臣会合出席（４/８）
４/７ 柳

ユ

時
シ

敏
ミン

保健福祉部長官と会談
４/７ 高

こう

強
きょう

中国衛生部長と会談

往 麻生外務大臣 ６/３ 日中韓外相会議出席（６/３）
６/３ 楊

よう

潔
けつ ち

中国外交部長と会談
６/３ 宋

ソン

旻淳
ミンスン

外交通商部長官と会談

往 浅野外務副大臣 ６/４～６/５ 第６回アジア協力対話外相会合出席（６/５）
６/４ 盧

ノ

武
ム

鉉
ヒョン

大統領に表敬
６/４ ハーリド・バーレーン外相と会談
６/４ マフムード・カタール外務担当相と会談
６/４ チョードリー・バングラデシュ外務担当

顧問と会談

往 尾身財務大臣 ８/21～８/23 ８/22 権
クォン

五
オ

奎
ギュ

副総理兼財政経済部長官と会談

往 森元総理大臣 ９/２～９/４ 日韓議員連盟第33回合同総会出席（９/３）
（日韓議員連盟会長） ９/３ 盧

ノ

武
ム

鉉
ヒョン

大統領に表敬

往 中山外務大臣政務官 ９/３～９/４ ９/３ 盧
ノ

武
ム

鉉
ヒョン

大統領に表敬

大韓民国
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往 浅野外務副大臣 ３/11～３/14 2007「日中文化・スポーツ交流年」開幕記念
レセプション出席（３/12）
３/11 武

ぶ

大
だい

偉
い

外交部副部長と会談
３/12 孟

もう

曉
ぎょう

駟
し

文化部副部長と会談

往 冬柴国土交通大臣 ３/16～３/17 日中観光交流年クロージングイベント出席
（３/16）
日中国交正常化35周年記念交流事業オープニン
グイベント出席（３/16）
３/17 邵

しょう

偉
き い

国家旅游局長と会談

来 温
おん

家
か

宝
ほう

国務院総理 ４/11～４/13 公賓
４/11 安倍総理大臣と会談
４/12 天皇陛下に謁見
４/12 河野衆議院議長と会談
４/12 扇参議院議長と会談

来 李
り

肇
ちょう

星
せい

外交部長 ４/11～４/13 国務院総理に同行

往 冬柴国土交通大臣 ６/24～６/27 日中韓観光大臣会合出席（６/26）
６/25 邵

しょう

偉
き い

国家旅游局長と会談

往 河野衆議院議長 ７/16～７/22 ７/16 曾
そう

慶紅
けいこう

国家副主席と会談
（日本国際貿易促進会 ７/17 薄

はく

煕
き

来
らい

商務部長と会談
会長） ７/17 呉

ご

邦国
ほうこく

全人代常務委員長と会談
７/18 温

おん

家
か

宝
ほう

国務院総理と会談

往 赤城農林水産大臣 ７/25～７/27 ７/25 李
り

長
ちょう

江
こう

国家質量監督検験検疫総局長と
会談

７/26 孫
そん

政才
せいさい

農業部長と会談

往 冬柴国土交通大臣 ８/20～８/23 日中国交正常化35周年記念行事出席（８/21）
8/22 杜

と

江
こう

国家旅游局副局長と会談

往 若林環境大臣兼農林 ８/21～８/25 ８/21 周
しゅう

生賢
せいけん

国家環境保護総局長と会談
水産大臣 ８/22 解

かい

振
しん

華
か

国家発展改革委員会副主任と会談
８/22 李

り

長
ちょう

江
こう

国家質量監督検験検疫総局長と
会談

８/23 温
おん

家
か

宝
ほう

国務院総理と会談

来 曹
そう

剛川
ごうせん

中央軍事委員会 ８/29～９/２ ８/30 安倍総理大臣に表敬
副主席国務委員兼国防 ８/30 町村外務大臣と会談
部長

来 賈
か

慶林
けいりん

人民政治協商会 ９/12～９/17 外務省賓客
議全国委員会主席 ９/12 河野衆議院議長と会談

９/13 江田参議院議長と会談
９/13 町村外務大臣と会談

往 宇野外務大臣政務官 ９/14～９/16 「日中のお祭りin北京」出席（９/15）
９/14 崔

さい

天凱
てんがい

外交部部長助理と会談
９/14 孟

もう

曉
ぎょう

駟
し

文化部副部長と会談

中華人民共
和国

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程
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要
人
往
来

往 甘利経済産業大臣 ９/26～９/27 第２回日中省エネルギー・環境総合フォーラム
出席（９/27）
９/27 馬

ば

凱
がい

国家発展改革委員会主任と会談

往 冬柴国土交通大臣 ９/29 羽田・上海虹橋初便就航記念行事出席（９/29）

往 宇野外務大臣政務官 10/13～10/14 第１回日本・中国国会議員友好親善蹴球大会出
席（10/13）
10/13 路

ろ

甬
よう

祥
しょう

全人代副委員長と会談

往 中山外務大臣政務官 11/23～11/24 「江蘇 Japan Week in南京」出席（11/23～11/24）

往 宇野外務大臣政務官 11/28～11/30 2007「日中文化・スポーツ交流年」グランド
フィナーレ・コンサート出席（11/29）
11/29 何

か

亜非
あ ひ

外交部部長助理と会談

往 高村外務大臣 11/30～12/３ 第１回日中ハイレベル経済対話出席（12/１）
12/１ 楊

よう

潔
けつ ち

外交部長と会談
12/２ 温

おん

家
か

宝
ほう

国務院総理に表敬
12/２ 唐

とう

家
か せん

国務委員に表敬
12/３ 胡

こ

錦濤
きんとう

国家主席に表敬

往 甘利経済産業大臣 11/30～12/２ 第１回日中ハイレベル経済対話出席（12/１）
12/２ 温

おん

家
か

宝
ほう

国務院総理に表敬

往 若林農林水産大臣 11/30～12/２ 第１回日中ハイレベル経済対話出席（12/１）
12/１ 孫

そん

政才
せいさい

農業部長と会談
12/１ 李

り

長
ちょう

江
こう

国家質量監督検験検疫総局長と
会談

12/２ 温
おん

家
か

宝
ほう

国務院総理に表敬

往 鴨下環境大臣 11/30～12/２ 第１回日中ハイレベル経済対話出席（12/１）
12/１ 周

しゅう

生賢
せいけん

国家環境保護総局長と会談

往 額賀財務大臣 12/１～12/２ 第１回日中ハイレベル経済対話出席（12/１）
12/１ 謝

しゃ

旭
きょく

人
じん

財政部長と会談
12/２ 温

おん

家
か

宝
ほう

国務院総理に表敬

往 大田経済財政担当大臣 12/１～12/２ 第１回日中ハイレベル経済対話出席（12/１）
12/２ 温

おん

家
か

宝
ほう

国務院総理に表敬

往 冬柴国土交通大臣 12/８～12/９ 日中国交正常化35周年記念行事出席（12/８）
12/９ 楊

よう

元元
げんげん

民用航空局長と会談

往 渡海文部科学大臣 12/27～12/28 「気候変動問題を対象とした科学技術協力の一
層の強化に関する共同声明」、「磁気核融合関連
研究分野における協力に関する実施取決め」の
両文書署名式出席（12/28）

往 福田総理大臣 12/27～12/30 12/27 温
おん

家
か

宝
ほう

国務院総理と会談
12/27 呉

ご

邦国
ほうこく

全人代常務委員長と会談
12/27 胡

こ

錦濤
きんとう

国家主席と会談

中華人民共
和国

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程
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来 イエレミア首相及び 12/１～12/８ 実務訪問賓客
同令夫人 第１回アジア・太平洋水サミット出席

（12/３～12/４）
12/６ 福田総理大臣と会談
12/７ 天皇皇后両陛下に謁見

ツバル

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

来 プラダン外相 10/８～10/12 10/10 高村外務大臣と会談ネパール

往 関口外務大臣政務官 １/14～１/15 １/15 カスーリ外相と会談
１/15 カル経済担当国務相と会談

往 松岡農林水産大臣 ４/14～４/16 WTO非公式閣僚会合（ケアンズグループ閣僚
会合）出席（４/16）
４/16 ボサン食糧・農業相と会談
４/16 カーン商工相と会談

往 小池防衛大臣 ８/22～８/23 ８/22 ムシャラフ大統領に表敬
（総理大臣特使） ８/22 アジーズ首相に表敬

８/22 カスーリ外相と会談

パキスタン

来 レメンゲサウ大統領 12/２～12/７ 第１回アジア・太平洋水サミット出席
（12/３～12/４）
12/５ 高村外務大臣と会談

パラオ

来 ムハマド・ユヌス・グ ７/６～７/12 オピニオン・リーダー招聘
ラミン銀行総裁（ノー ７/10 麻生外務大臣に表敬
ベル平和賞受賞者）

バングラデ
シュ

往 有馬政府代表 10/17～10/19 第19回太平洋諸島フォーラム（PIF）域外国対話
出席（10/18）
10/18 トゥイラエパ・サモア首相と会談
10/19 セベレ首相と会談
10/19 モリ・ミクロネシア大統領と会談
10/19 シュムル・パラオ国務相と会談
10/19 フィニカソ・ツバル通信・運輸・観光相

と会談

来 ジョージ・トゥポウ 12/10～12/14 私的訪問
５世国王陛下 12/12 仁親王殿下と御接見

12/13 皇太子殿下と御接見

トンガ

来 スコティ大統領 12/１～12/５ 第１回アジア・太平洋水サミット出席
（12/３～12/４）

ナウル
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要
人
往
来

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 浅野外務副大臣 １/10～１/12 ASEAN＋３外相会議出席（１/11）
日・ASEAN外相会議出席（１/11）
日中韓外相三者委員会出席（１/12）
日・CLV外相会談出席（１/12）
EAS参加国外相会合出席（１/12）
１/12 ハオ・ナムホン・カンボジア副首相兼

外務国際協力相と会談
１/12 トンルン・ラオス副首相兼外相と会談
１/12 キエム・ベトナム副首相兼外相と会談

往 甘利経済産業大臣 １/12～１/13 ASEAN関連経済大臣会議出席（１/13）

往 安倍総理大臣 １/14～１/15 第10回ASEAN＋３首脳会議出席（１/14）
第７回日中韓首脳会議出席（１/14）
第10回日・ASEAN首脳会議出席（１/14）
第２回EAS出席（１/15）
１/14 温

おん

家
か

宝
ほう

中国国務院総理と会談
１/14 盧

ノ

武
ム

鉉
ヒョン

韓国大統領と会談

来 アロヨ大統領 ５/22～５/25 第13回国際交流会議「アジアの未来」出席
（５/24）
５/23 安倍総理大臣と会談

来 ロムロ外務長官 ５/22～５/25 第13回国際交流会議「アジアの未来」出席
（５/24）
５/24 麻生外務大臣と会談

往 麻生外務大臣 ７/30～８/３ EAS参加国外相会合出席（７/31）
ASEAN+３外相会議出席（７/31）
ASEAN拡大外相会議出席（８/１）
第14回ASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚会合
出席（８/２）
日・CLV外相会談出席（８/２）
７/31 ロムロ外務長官と会談
８/１ 楊

よう

潔
けつ ち

中国外交部長と会談
８/１ ムカジー・インド外相と会談
８/２ ハオ・ナムホン・カンボジア副首相兼

外務国際協力相と会談
８/２ トンルン・ラオス副首相兼外相と会談
８/２ フン・ベトナム筆頭外務次官と会談

フィリピン

来 ドルジ首相 12/２～12/５ 第１回アジア・太平洋水サミット出席（12/４）ブータン

往 甘利経済産業大臣 ５/３～５/５ 日・ASEAN経済大臣会合（５/４）
５/５ ヤヒヤ・エネルギー相と会談
５/５ ボルキア外務貿易相と会談

来 ヤヒヤ・エネルギー相 ５/８～５/12 ５/９ 麻生外務大臣に表敬

来 ボルキア国王 ６/17～６/19 日・ブルネイ経済連携協定（EPA）署名（６/18）
６/18 安倍総理大臣と会談
６/19 天皇皇后両陛下との御昼餐

ブルネイ
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往 菅総務大臣 １/７～１/９ １/８ ズン首相に表敬

往 浅野外務副大臣 ３/10～３/11 ３/10 フック計画投資相と会談

往 浜田外務大臣政務官 ４/23～４/25 メコン河委員会国際会議出席（４/24）
４/23 キエム副首相兼外相と会談

来 キエム副首相兼外相 ５/22～５/27 第１回日・ベトナム協力委員会出席（５/23）
５/23 麻生外務大臣と会談
５/24 安倍総理大臣に表敬

来 チョン副首相 ６/28～７/４ ７/３ 安倍総理大臣に表敬
７/４ 麻生外務大臣と会談

往 木村外務副大臣 10/７～10/９ 10/９ ズン首相に表敬
10/９ ズン交通運輸相と会談

来 チエット国家主席及び 11/25～11/29 国賓
同令夫人 11/26 天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐

11/26 高村外務大臣と会談
11/27 福田総理大臣と会談

往 木村外務副大臣 12/23～12/24 12/24 クアン建設相と会談
12/24 ズン交通運輸相と会談
12/24 キエム副首相兼外相と会談

ベトナム

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

来 ナジブ副首相兼国防相 ３/５～３/８ 外務省賓客
３/５ 麻生外務大臣と会談
３/６ 安倍総理大臣に表敬

来 アブドゥラ首相 ５/21～５/25 第13回国際交流会議「アジアの未来」出席
（５/24）
５/22 安倍総理大臣と会談

往 安倍総理大臣 ８/23～８/25 ８/24 アブドゥラ首相と会談
８/24 アビディン国王同妃に拝謁

往 中山衆議院議員 ８/30～９/１ 独立50周年記念パレード、祝賀行事出席
（政府特派大使） （８/31）

８/31 アブドゥラ首相に表敬

マレーシア

来 モリ大統領 11/29～12/５ 第１回アジア・太平洋水サミット出席
（12/３～12/４）
11/30 天皇陛下と御会見
11/30 福田総理大臣と会談

ミクロネシ
ア

来 シャヒド外相 ８/27～８/29 故宮澤元総理大臣内閣・自民党合同葬儀出席
（８/28）

モルディブ

来 エンフバヤル大統領及 ２/26～３/２ 公式実務訪問賓客
び同令夫人 ２/26 安倍総理大臣と会談

２/28 天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐

モンゴル
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要
人
往
来

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 浅野外務副大臣 ４/28～５/２ ４/30 エンフバヤル大統領に表敬
４/30 エンフボルド首相に表敬
４/30 エンフボルド外相に表敬

往 皇太子殿下 ７/10～７/17 御訪問
７/10 エンフバヤル大統領と御接見

モンゴル

来 ブアソーン首相 ５/14～５/17 実務訪問賓客
参議院政府開発援助特別委員会出席（５/16）
５/14 安倍総理大臣と会談
５/15 天皇陛下に謁見
５/16 河野衆議院議長に表敬
５/16 扇参議院議長に表敬

来 トンルン副首相兼外相 ５/14～５/17 首相に同行

往 宇野外務大臣政務官 12/９～12/10 ビエンチャン１号線完成・引渡式典出席（12/10）
12/10 ブアソーン首相に表敬
12/10 トンルン副首相兼外相と会談
12/10 スリヴォン計画投資委員長と会談
12/10 ポンサワット外務副大臣と会談

ラオス

来 ドルジ事務局長 ７/４～７/８ 日・SAARC特別基金招聘南アジア地
域協力連合
（SAARC）

（2）北米

往 大田経済財政担当大臣 １/３～１/６ １/３ バーナンキ連邦準備制度理事会（FRB）
議長と会談

１/５ ガイトナーNY連邦準備銀行総裁と会談

往 甘利経済産業大臣 １/５～１/９ １/８ グティエレス商務長官と会談
１/９ シュワブ通商代表と会談
１/９ ボドマン・エネルギー長官と会談
１/９ ポールソン財務長官と会談

往 尾身財務大臣 １/６～1/10 １/８ ポールソン財務長官と会談
１/10 ガイトナーNY連邦準備銀行総裁と会談

往 山本金融担当大臣 １/９～1/13 1/11 バーナンキ連邦準備制度理事会（FRB）
議長と会談

1/12 ガイトナーNY連邦準備銀行総裁と会談

往 松岡農林水産大臣 1/10～1/13 1/10 シュワブ通商代表と会談
1/11 ジョハンズ農務長官と会談

米国
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

来 チェイニー副大統領 2/20～2/22 公式実務訪問賓客
横須賀基地訪問（2/21）
拉致被害者家族と面会（2/22）
2/21 天皇陛下に謁見
2/21 安倍総理大臣に表敬
2/21 麻生外務大臣と会談

往 安倍総理大臣 ４/26～４/27 ４/27 ブッシュ大統領と会談

往 麻生外務大臣 ４/28～５/２ 日米安全保障協議委員会（「２＋２」会合）出席
（５/１）
４/30 ライス国務長官と会談
４/30 チェイニー副大統領に表敬
５/１ ライス国務長官及びゲイツ国防長官と会

談（「２＋２」会合）

往 関口外務大臣政務官 ８/14～８/19 米国各州地域情勢視察

往 町村外務大臣 ９/22～９/24 イラクに関するハイレベル会合出席（９/22）
アフガニスタンに関するハイレベル会合出席
（９/23）
９/22 カルザイ・アフガニスタン大統領と会談
９/22 潘

パン

基
ギ

文
ムン

国連事務総長と会談
９/22 ライス国務長官と会談
９/23 クシュネール・フランス外務・欧州問題

相と会談

往 有馬政府代表 ９/23～９/26 パレスチナ支援調整委員会（AHLC）閣僚級会合
出席（９/24）
９/24 ブレア・カルテット特使と会談
９/24 ハティーブ・ヨルダン外相と会談
９/25 ファイヤードPA首相と会談
９/25 アブルゲイト・エジプト外相と会談

往 森元総理大臣 ９/24～９/25 国連「気候変動に関するハイレベル会合」出席
（総理大臣特使） （９/24）

第62回国連総会出席（９/24～９/25）
９/24 潘

パン

基
ギ

文
ムン

国連事務総長と会談
９/24 ケリム国連総会議長と会談
９/24 コナレ・アフリカ連合（AU）委員長と

会談

往 高村外務大臣 ９/26～９/29 第１回エネルギー安全保障と気候変動に関する
主要経済国会合出席（９/27～９/28）
第62回国連総会における一般討論演説出席（９/28）
９/27 ライス国務長官と会談
９/28 潘

パン

基
ギ

文
ムン

国連事務総長と会談
９/28 ニャン・ウィン・ミャンマー外相と会談
９/28 シュタインマイヤー・ドイツ外相と会談
９/28 ヨー・シンガポール外相と会談
９/29 宋

ソン

旻淳
ミンスン

韓国外交通商部長官と会談
９/29 楊

よう

潔
けつ ち

中国外交部長と会談

米国
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要
人
往
来

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 松岡農林水産大臣 ５/１～５/２ WTOに係る意見交換

往 菅総務大臣 ８/20～８/21 ８/21 フェルナンデス首相と会談
８/21 デビード公共事業企画相と会談

往 尾身衆議院議員 12/９～12/11 大統領就任式出席（12/10）
（政府特派大使） 12/９ タイアナ外相と会談

12/11 バラニャオ科学技術相と会談

アルゼンチ
ン

往 浅野外務副大臣 １/13～１/16 大統領就任式出席（１/15）
１/16 コレア大統領に表敬
１/16 エスピノサ外相と会談

エクアドル

来 ゲイツ国防長官及び 11/７～11/９ 11/８ 福田総理大臣に表敬
同令夫人 11/８ 町村官房長官と会談

11/８ 高村外務大臣と会談

往 福田総理大臣 11/15～11/16 11/15 ブッシュ大統領と会談

往 有馬政府代表 11/26～11/28 アナポリス中東和平国際会議出席（11/27）

往 中山外務大臣政務官 12/２～12/４ 国際刑事裁判所（ICC）第６回締約国会議出席
（12/２）
12/３ キルシュICC所長と会談

米国

（3）中南米

来 ジャグデオ大統領 ６/24～６/27 実務訪問賓客
６/25 皇太子殿下と御接見
６/26 安倍総理大臣と会談

ガイアナ

往 松島外務大臣政務官 ５/１～５/３ ５/２ ペレス外相と会談
５/２ カブリサス国際経済担当国務相と会談

キューバ

往 松島外務大臣政務官 ４/29～５/１ ４/30 ミラー首相に表敬
４/30 ヒルトン外相と会談

ジャマイカ

来 フォックスレイ外相 ３/26～３/28 日・チリ経済連携協定（EPA）署名（３/27）
３/27 安倍総理大臣に表敬
３/27 麻生外務大臣と会談

往 菅総務大臣 ８/19～８/20 ８/20 コルサタル運輸通信相と会談

来 バチェレ大統領 ９/２～９/５ 公式実務訪問賓客
９/３ 天皇陛下と御会見・天皇皇后両陛下との

宮中午餐
９/３ 安倍総理大臣と会談
９/３ 河野衆議院議長と会談
９/３ 江田参議院議長と会談

来 フォックスレイ外相 ９/２～９/４ 大統領に同行

チリ
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往 松島外務大臣政務官 １/９～１/11 大統領就任式典出席（1/10）
１/９ サントス外相と会談
１/10 オルテガ大統領に表敬
１/10 モラレス副大統領と会談

ニカラグア

往 菅総務大臣 ８/22 ８/22 プレヴァル大統領を表敬
８/22 アレクシー首相と会談

ハイチ

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 松島外務大臣政務官 １/13～１/15 １/14 ドゥラン外相代行と会談
１/15 バスケス運河担当相と会談

パナマ

往 松岡農林水産大臣 ５/２～５/３ WTOに係る意見交換

往 菅総務大臣 ８/16～８/19 ８/16 アレンカール副大統領と会談
８/16 コスタ通信相と会談
８/17 ロウセフ文官長と会談

往 麻生外務大臣 ８/17～８/22 東アジア・ラテンアメリカ協力フォーラム
（FEALAC）第３回外相会合出席（８/22）
８/21 アモリン外相と会談
８/22 ルーラ大統領に表敬
８/22 ナバーロ・パナマ第一副大統領兼外相と

会談
８/22 ペレス・キューバ外相と会談
８/22 タイアナ・アルゼンチン外相と会談

ブラジル

来 モラレス大統領 ３/５～３/８ 実務訪問賓客
３/６ 安倍総理大臣と会談
３/６ 麻生外務大臣と会談
３/８ 天皇陛下と御会見

ボリビア

往 松島外務大臣政務官 １/11～１/13 １/12 アランダ外務省次官と会談

来 ソホ経済相 ４/８～４/14 日墨EPA合同委員会第３回会合出席（４/11）
４/11 麻生外務大臣と会談

往 松島外務大臣政務官 ５/３～５/４ ５/４ エスピノサ外相に表敬

来 セルメニョ下院議長 ６/９～６/14 衆議院議長招待
及び同令夫人 ６/12 河野衆議院議長と会談

６/12 扇参議院議長と会談
６/13 天皇皇后両陛下に謁見

往 麻生外務大臣 ８/16～８/17 ８/17 カルデロン大統領に表敬
８/17 エスピノサ外相と会談
８/17 ソホ経済相と会談

メキシコ

来 スケリット首相 ４/８～４/14 海外漁業協力財団（OFCF）招聘
４/10 安倍総理大臣と会談

ドミニカ
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要
人
往
来

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

来 エスピノサ外相 11/24～11/26 11/25 高村外務大臣と会談
11/26 河野衆議院議長に表敬
11/26 江田参議院議長に表敬

メキシコ

来 オマリー保健・児童相 ３/14～３/18 日・アイルランド外交関係開設50周年記念式典
兼セント・パトリック 出席（３/16）
ス・デー及び日・アイ
ルランド外交関係開設
50周年アイルランド政
府特使

来 アハーン外相及び 11/28～12/１ 外務省賓客
同令夫人 11/28 高村外務大臣と会談

アイルラン
ド

（4）欧州

来 ダレーマ副首相兼外相 １/31～２/４ １/31 安倍総理大臣に表敬
１/31 麻生外務大臣と会談
２/１ 扇参議院議長に表敬
２/１ 河野衆議院議長に表敬

来 ルテッリ副首相兼文化 ３/18～３/20 ３/20 安倍総理大臣に表敬
財・文化活動相

来 プローディ首相及び ４/15～４/17 公式実務訪問賓客
同令夫人 ４/16 天皇皇后両陛下に謁見

４/16 安倍総理大臣と会談

往 久間防衛大臣 ５/３～５/４ ５/３ プローディ首相に表敬
５/３ パリージ国防相と会談

往 岩屋外務副大臣 ７/１～７/３ アフガニスタンの法の支配に関するローマ会議
出席（７/３）
７/３ スパンタ・アフガニスタン外相と会談

往 鳩山法務大臣 11/19～11/21 経済協力開発機構（OECD）外国公務員贈賄防止
条約採択10周年記念ローマ会合出席（11/20～
11/21）
11/21 マステッラ法務大臣と会談

イタリア

往 安倍総理大臣 １/９～１/10 １/９ ブレア首相と会談
１/９ ブラウン蔵相と会談
１/９ キャメロン保守党党首と会談

往 尾身財務大臣 １/10～１/13 １/11 ブラウン蔵相と会談

往 菅総務大臣 ４/28～４/30 地方行政制度視察

来 ベケット外務・英連邦 ５/21～５/23 ５/22 麻生外務大臣と会談
相 ５/22 安倍総理大臣に表敬

往 天皇皇后両陛下 ５/27～５/29 御訪問
５/29 エリザベス２世女王陛下主催晩餐会

英国



248

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 天皇皇后両陛下 ５/24～５/25 御訪問
５/24 イルヴェス大統領及び同令夫人と御会見

・午餐会

エストニア

来 ヨーク公殿下 ５/29～６/１ 日英航空宇宙産業会議2007オープニングセレモ
ニー出席（５/31）
５/31 皇太子殿下と御接見

英国

往 関口外務大臣政務官 ４/29～５/２ 2010年核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議
第１回準備委員会出席（４/30）
４/30 ヴィンクラー外務閣外相と会談

往 木村外務副大臣 ９/16～９/19 第５回包括的核実験禁止条約（CTBT）発効促進
会議出席（９/17）
９/17 トート包括的核実験禁止条約機関（CTBTO）

準備委員会事務局長と会談
９/18 ヴィンクラー外務閣外相と会談

オーストリ
ア

来 アレキサンダー皇太子 ３/14～３/16 ３/14 天皇皇后両陛下との御夕餐
殿下 ３/15 皇太子殿下との御午餐

３/15 安倍総理大臣と会談
３/15 麻生外務大臣と会談

来 アレキサンダー皇太子 12/２～12/５ 第１回アジア・太平洋水サミット出席
殿下 （12/３～12/４）

12/３ 皇太子殿下と御接見
12/４ 福田総理大臣と会談

オランダ

往 松島外務大臣政務官 ７/５～７/７ ７/６ キタロビッチ外務・欧州統合相に表敬クロアチア

往 松岡農林水産大臣 １/27～１/28 WTO非公式閣僚会合・WTO非公式少数国閣僚
会合（G10）出席（１/27）
１/27 ラミーWTO事務局長と会談

往 甘利経済産業大臣 １/27～１/28 WTO非公式閣僚会合出席（１/27）
１/27 ラミーWTO事務局長と会談

往 浜田外務大臣政務官 ２/７ ２/７ デ・アルバ人権理事会議長と会談
２/７ ケレンベルガー赤十字国際委員会総裁と

会談

スイス
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要
人
往
来

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 浜田外務大臣政務官 ３/11～３/13 第４回国連人権理事会ハイレベル・セグメント
出席（３/12～３/13）
ジュネーブ軍縮会議（CD）出席（３/13）
３/12 アルブール国連人権高等弁務官と会談
３/12 カルデロン・コロンビア副大統領と会談
３/12 バクティヤール・パキスタン外務担当国

務相と会談
３/12 アワルディン・インドネシア法務・人権

相と会談
３/13 ギャワリ・ネパール観光・文化・航空相

と会談
３/13 マッカートニー・英国外務閣外相と会談

往 尾身財務大臣 ５/１～５/２ ５/１ メルツ連邦財務相と会談

往 赤城農林水産大臣 ６/14～６/19 WTOに係る意見交換

来 クシュパン副大統領兼 ７/８～７/15 日・スイス科学技術協力協定締結（７/10）
内相 ７/10 安倍総理大臣に表敬

７/10 麻生外務大臣と会談

往 赤城農林水産大臣 ７/11～７/12 ７/11 ラミーWTO事務局長と会談

往 若林農林水産大臣 10/19～10/20 10/19 ラミーWTO事務局長と会談

来 ビエリ上院議長 10/29～11/２ 参議院議長招待
10/30 江田参議院議長と会談
10/30 河野衆議院議長と会談

スイス

来 カール16世グスタフ ３/25～３/31 国賓
国王同妃両陛下 ３/26 天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐

３/26 安倍総理大臣による表敬
３/28 天皇皇后両陛下との御夕餐

来 ビルト外相 ３/27～３/29 ３/28 麻生外務大臣と会談

往 天皇皇后両陛下 ５/21～５/24 御訪問
５/22 カール16世グスタフ国王王妃両陛下と御

会見・御会食

来 カール16世グスタフ国 10/４～10/６ 世界ボーイスカウト財団理事会出席（10/５）
王陛下

スウェーデ
ン

往 尾身財務大臣 ４/28～４/29 ４/28 ソルベス第二副首相兼経済・大蔵相と会談
４/28 オルドーニェス西中央銀行総裁と会談
４/28 カブレラ文部科学相と会談

往 麻生外務大臣 ５/31～６/１ ５/31 モラティノス外務・協力相と会談
６/１ カルロス１世国王陛下に拝謁
６/１ サパテロ首相に表敬

往 小野寺外務副大臣 11/28～11/31 第15回欧州安全保障協力機構（OSCE）外相理事
会出席（11/29～11/30）
11/29 レオン外交長官と会談

スペイン
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

来 クラウス大統領及び ２/13～２/16 公式実務訪問賓客
同令夫人 ２/14 天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐

２/14 安倍総理大臣と会談　

来 シュワルツェンベルグ ２/13～２/16 大統領に同行
外相 ２/14 麻生外務大臣と会談

チェコ

往 安倍総理大臣 １/10～１/11 １/10 メルケル首相と会談
１/10 ケーラー大統領に表敬

往 若林環境大臣 ３/15～３/17 G8環境大臣会合出席（３/16～３/17）
３/16 ディマス欧州環境委員会環境担当委員と

会談
３/16 ミリバンド・英国環境相と会談
３/16 ガブリエル連邦環境・自然保護・原子力

安全相と会談
３/16 ジョンソン・米国環境保護庁長官と会談
３/17 解

かい

振
しん

華
か

中国国家発展改革委員会副主任と
会談

往 岩屋外務副大臣 ３/25～３/27 G8開発大臣会合出席（３/26～３/27）
３/26 ベン・英国国際開発相と会談
３/27 エアラー外務担当国務相と会談

往 高市少子化・男女共同 ４/28～５/１ ドイツ政府関係者との意見交換
参画対策等担当大臣

往 菅総務大臣 ５/３～５/４ ドイツ政府及び州政府関係者との意見交換

往 尾身財務大臣 ５/18～５/19 G8財務大臣会合出席（５/18～５/19）

ドイツ

往 麻生外務大臣 １/12～１/13 １/12 フィツォ首相と会談
１/13 クビシュ外相と会談

往 浅野外務副大臣 ６/26～６/27 ６/27 クビシュ外相と会談

来 クビシュ外相 10/11～10/14 外務省賓客
10/12 高村外務大臣と会談

スロバキア

往 松島外務大臣政務官 ７/３～７/４ ７/４ ルーペル外相に表敬スロベニア
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要
人
往
来

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 麻生外務大臣 ５/27～５/30 アジア欧州会合（ASEM）第８回外相会合出席
（５/28～５/29）
V4＋１外相会合出席（５/28）
日・EUトロイカ外相協議出席（５/29）
G8外相会合出席（５/30）
５/28 楊

よう

潔
けつ ち

中国外交部長と会談
５/28 ニャン・ウィン・ミャンマー外相と会談
５/28 カスーリ・パキスタン外相と会談
５/29 シュタインマイヤー外相（EU議長国）

と会談
５/29 ソラナEU理事会事務局長兼共通外交・

安全保障政策（CFSP）上級代表と会談
５/29 フェレーロ＝ヴァルトナー対外関係担当

欧州委員と会談
５/29 アントゥヌス・ポルトガル欧州担当外務

副大臣（次期EU議長国）と会談

往 松島外務大臣政務官 ６/２～６/４ 第９回日・EUビジネス・ダイアログ・ラウンド
テーブル（EJBDRT）出席（６/３～６/４）

往 安倍総理大臣 ６/５～６/８ 第16回日・EU定期首脳協議出席（６/５）
G8ハイリゲンダム・サミット出席（６/６～６/８）
６/５ メルケル首相と会談
６/６ ブッシュ・米国大統領と会談
６/６ サルコジ・フランス大統領と会談
６/７ プーチン・ロシア大統領と会談
６/８ 胡

こ

錦濤
きんとう

中国国家主席と会談
６/８ 潘

パン

基
ギ

文
ムン

国連事務総長と会談

往 赤城農林水産大臣 ６/19～６/21 ドイツ政府関係者との意見交換

来 メルケル首相 ８/29～８/31 公式実務訪問賓客
８/29 安倍総理大臣と会談
８/30 天皇陛下に謁見

往 河野衆議院議長 ９/６～９/８ G8下院議長会合出席（９/７～９/８）
９/７ ラマート連邦議会議長と会談
９/７ メルケル首相と会談
９/８ ケーラー大統領に表敬

往 小野寺外務副大臣 12/１～12/３ 「エネルギー供給の安定と気候保全を推進する
外交政策」G8＋新興５か国外相会議出席（12/３）

ドイツ

来 ストーレ外相 10/24～10/26 外務省賓客
10/25 高村外務大臣と会談

ノルウェー

往 麻生外務大臣 １/11～１/12 １/11 ゲンツ外相と会談
１/12 ジュルチャーニ首相に表敬
１/12 ショーヨム大統領に表敬

ハンガリー
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 麻生外務大臣 １/10～１/11 １/11 パルヴァノフ大統領に表敬
１/11 スタニシェフ首相に表敬
１/11 カルフィン副首相兼外相と会談

来 カルフィン副首相兼外相 11/４～11/７ 外務省賓客
11/５ 福田総理大臣に表敬
11/６ 皇太子殿下と御接見
11/６ 高村外務大臣と会談

ブルガリア

往 安倍総理大臣 １/12～１/13 １/12 シラク大統領と会談
１/12 ロワイヤル元環境相による表敬

往 浜田外務大臣政務官 ２/５～２/６ 児童兵に関する国際会議出席（２/５～２/６）
２/５ シャハ・ネパール総務担当国務相と会談
２/５ アコル・スーダン外相と会談
２/５ アルブール国連人権高等弁務官と会談

往 森元総理大臣 ２/15～２/16 第24回アフリカ・フランス首脳会議出席（２/15）

往 尾身財務大臣 ４/29～５/１ ４/30 ブルトン経済・財政・産業相と会談

往 菅総務大臣 ４/30～５/２ ５/２ バロワン内務相と会談

往 浅野外務副大臣 ５/14～５/16 第21回国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事会出
席（５/14）
第46回OECD閣僚理事会出席（５/16）
５/15 ネグロポンテ・米国国務副長官と会談

往 甘利経済産業大臣 ５/14～５/16 第21回国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事会出
席（５/14）
第46回OECD閣僚理事会出席（５/16）
WTO非公式閣僚会合・WTO非公式少数国閣僚
会合（G10）・（G6）出席（５/16）
５/15 ラミーWTO事務局長と会談

往 松岡農林水産大臣 ５/15～５/17 WTO非公式閣僚会合・WTO非公式少数国閣僚
会合（G10）・（G6）出席（５/16）

往 岩屋外務副大臣 ６/24～６/25 スーダン・ダルフール情勢に係る拡大コンタク
ト・グループ会合出席（６/25）

往 常陸宮同妃両殿下 ９/12～９/23 御旅行
「高松宮殿下記念世界文化賞」関連行事御出席
（９/20）

往 小野寺外務副大臣 11/14～11/15 広報文化関係者との意見交換

往 宇野外務大臣政務官 12/16～12/18 パレスチナ支援プレッジング会合出席（12/17）

フランス

来 カネルヴァ外相 ８/19～８/29 ８/28 町村外務大臣と会談フィンラン
ド

往 甘利経済産業大臣 １/８～１/10 １/10 マンデルソン欧州委員（貿易担当）と会談ベルギー



要人往来

253外交青書2008

要
人
往
来

国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 安倍総理大臣 １/11～１/12 １/11 ヴェルホフスタット首相と会談
１/12 デ・ホープ・スケッフェルNATO事務総

長と会談

ベルギー

往 麻生外務大臣 ５/30～５/31 ５/30 フォティガ外相と会談
５/30 カチンスキ大統領に表敬

ポーランド

来 アマード外相 ２/６～２/８ 外務省賓客
２/７ 皇太子殿下と御接見
２/７ 麻生外務大臣と会談

ポルトガル

来 アルベール２世公殿下 ４/22～４/24 ４/23 安倍総理大臣と会談
４/23 天皇皇后両陛下との御昼餐

往 松島外務大臣政務官 ７/９ ７/９ パストレリ対外関係担当相に表敬

モナコ

往 天皇皇后両陛下 ５/25～５/26 御訪問
５/25 フレイベルガ大統領及び同令夫人と御会

見・午餐会

来 パブリクス外相 ６/４～６/11 ６/７ 麻生外務大臣と会談

ラトビア

往 天皇皇后両陛下 ５/26～５/27 御訪問
５/26 アダムクス大統領及び同令夫人と御会

見・午餐会

リトアニア

往 麻生外務大臣 １/９～１/10 １/10 ウングレアーヌ外相と会談
１/10 タリチャーヌ首相に表敬
１/10 バセスク大統領に表敬

来 タリチャーヌ首相及び ２/21～２/23 実務訪問賓客
同令夫人 ２/22 安倍総理大臣と会談

２/23 天皇皇后両陛下に謁見

ルーマニア

往 木村外務副大臣 ９/16～９/18 第５回CTBT発効促進会議出席（９/17）
９/18 ド・ブリシャンボーOSCE事務総長と会談

往 小野寺外務副大臣 11/28～11/30 第15回OSCE外相理事会出席（11/29～11/30）
11/30 ド・ブリシャンボーOSCE事務総長と会談

欧州安全保
障協力機構
（OSCE）

往 安倍総理大臣 １/11～１/12 １/11 バローゾ欧州委員会委員長と会談欧州連合
（EU）
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

来 サーカシヴィリ大統領 ３/７～３/11 実務訪問賓客
及び同令夫人 ３/８ 河野衆議院議長と会談

３/８ 安倍総理大臣と会談
３/９ 麻生外務大臣と会談
３/９ 天皇皇后両陛下と御会見

往 関口外務大臣政務官 ５/２～５/４ ５/３ サーカシヴィリ大統領に表敬
５/３ バラミッゼ副首相兼国務相と会談

グルジア

来 ラフモン大統領 12/２～12/５ 実務訪問賓客
第１回アジア・太平洋水サミット出席
（12/３～12/４）
12/５ 天皇陛下と御会見
12/５ 高村外務大臣と会談
12/５ 福田総理大臣と会談

来 ザリフィ外相 12/２～12/５ 大統領に同行

タジキスタ
ン

往 甘利経済産業大臣 ４/27～４/28 ４/27 カリモフ大統領に表敬
４/28 ミルジヨーエフ首相に表敬
４/28 アジモフ副首相兼財務相と会談
４/28 ガニエフ対外経済関係・投資・貿易相と

会談

往 松島外務大臣政務官 ８/16～８/20 ８/17 ノロフ外相と会談
８/17 ミルジヨーエフ首相に表敬

ウズベキス
タン

往 甘利経済産業大臣 ４/29～４/30 ４/29 ナザルバーエフ大統領に表敬
４/30 イズムハムベトフ・エネルギー鉱物資源

相と会談
４/30 オラズバコフ産業貿易相と会談
４/30 マシモフ首相に表敬

カザフスタ
ン

往 松島外務大臣政務官 ８/15～８/16 ８/15 メメディヤロフ外相と会談
８/15 シャリホフ副首相と会談
８/16 アリエフ大統領に表敬

アゼルバイ
ジャン

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス

来 バキーエフ大統領及び 11/14～11/16 実務訪問賓客
同令夫人 11/14 福田総理大臣と会談

11/15 天皇皇后両陛下と御会見

来 ヌル・ウル・ドスボル 11/30～12/５ 第１回アジア・太平洋水サミット出席
副首相 （12/３～12/４）

キルギス
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来 ケーニッヒス・国連ア ６/18～６/22 アフガニスタンの安定に向けたDIAG会議出席
フガニスタン支援ミッ （６/21）
ション（UNAMA）代表 ６/20 麻生外務大臣と会談

来 ハリリ副大統領 ６/20～６/22 アフガニスタンの安定に向けたDIAG会議出席
（６/21）
６/20 麻生外務大臣と会談
６/21 安倍総理大臣に表敬

アフガニス
タン

（6）中東と北アフリカ

往 安倍総理大臣 ４/29～４/30 ４/29 ハリーファ大統領と会談
４/29 ムハンマド・アブダビ首長国皇太子殿下

と会談
４/30 ムハンマド副大統領兼首相兼ドバイ首長

と会談

来 ムハンマド・アブダビ 12/16～12/18 公式実務訪問賓客
首長国皇太子殿下 12/17 天皇陛下と御会見・宮中午餐

12/17 福田総理大臣と会談

来 アブダッラー外相 12/16～12/18 皇太子殿下に同行
日・ア首連合同経済委員会第１回会合出席（12/17）
12/17 高村外務大臣と会談

アラブ首長
国連邦

往 小野寺外務副大臣 11/11～11/14 第９回アフリカ・パートナーシップ・フォーラ
ム（APF）出席（11/12～11/13）
11/12 ブーテフリカ大統領に表敬

アルジェリ
ア

来 フラトコフ首相及び ２/27～２/28 実務訪問賓客
同令夫人 ２/27 天皇皇后両陛下に謁見

２/27 麻生外務大臣と会談
２/28 安倍総理大臣と会談

往 麻生外務大臣 ５/３ ５/３ ラヴロフ外相と会談
５/３ イワノフ安全保障会議書記と会談

来 ナルィシュキン副首相 ７/１～７/３ ７/２ 安倍総理大臣に表敬
７/２ 麻生外務大臣と会談

往 関口外務大臣政務官 ８/１～８/３ 原潜解体契約署名式出席（８/２）
８/３ ダリキン沿海地方知事と会談
８/３ フョードロフ太平洋艦隊司令官と会談

来 ラヴロフ外相 10/23～10/24 10/23 高村外務大臣と会談

往 木村外務副大臣 10/25～10/27 貿易経済日露政府間委員会地域間交流分科会第
１回会合出席（10/26～10/27）

来 ナルィシュキン副首相 11/４～11/６ 11/５ 福田総理大臣に表敬
11/５ 高村外務大臣と会談

往 森元総理大臣 12/20～12/21 12/21 プーチン大統領と会談

ロシア
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 有馬政府代表 ２/23～２/26 ２/21 ムーサ・アラブ連盟事務局長と会談
２/22 アブルゲイト外相と会談

往 安倍総理大臣 ５/２ ５/２ ムバラク大統領と会談
５/２ ナズィーフ首相と会談

往 麻生外務大臣 ５/４～５/５ イラク安定化に関する周辺国拡大外相会合出席
（５/４）
５/４ ベケット・英国外務・英連邦相と会談
５/４ 潘

パン

基
ギ

文
ムン

国連事務総長と会談
５/４ 宋旻淳

ソンミンスン

韓国外交通商部長官と会談
５/４ アブルゲイト外相と会談
５/４ ズィーバーリー・イラク外相と会談

往 中山元外務大臣 11/18～11/24 「日本・アラブ対話フォーラム」第５回会合出席
（11/19）
日本・アラブ会議出席（11/20～11/21）

エジプト

来 リヴニ筆頭副首相兼外相 １/17～１/20 １/17 麻生外務大臣と会談
１/18 安倍総理大臣に表敬

往 有馬政府代表 ２/23～２/26 ２/25 リヴニ筆頭副首相兼外相と会談

来 ペレス副首相兼ネゲヴ ３/12～３/15 「平和と繁栄の回廊」構想４者協議第１回閣僚級
・ガリラヤ地方開発担 会合出席（３/14）
当相 第３回イスラエル・パレスチナ和平信頼醸成

会議出席（３/14）
３/14 安倍総理大臣に表敬

往 小池総理大臣補佐官 ５/５～５/７ ５/６ リヴニ筆頭副首相兼外相と会談

往 麻生外務大臣 ８/13～８/16 ８/13 ペレス大統領に表敬
８/14 リヴニ筆頭副首相兼外相と会談
８/14 バラク国防相と会談
８/14 オルメルト首相に表敬

イスラエル

来 ハーシミー副大統領 ３/21～３/24 実務訪問賓客
３/23 安倍総理大臣と会談

来 マーリキー首相 ４/８～４/11 実務訪問賓客
４/９ 安倍総理大臣と会談
４/９ 麻生外務大臣と会談
４/９ 天皇陛下に謁見

イラク

往 小野寺外務副大臣 10/17～10/18 邦人拘束事件に係る協力要請
10/17 モッタキ外相と会談

往 小野寺外務副大臣 11/４～11/５ 邦人拘束事件に係る協力要請
11/４ モッタキ外相と会談

往 小野寺外務副大臣 12/４～12/６ 邦人拘束事件に係る協力要請
12/４ モッタキ外相と会談

イラン
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往 関口外務大臣政務官 １/12～１/14 １/13 アラウィ外務担当相と会談オマーン

往 安倍総理大臣 ５/１～５/２ ５/１ ハマド首長と会談
５/１ ハマド・ビン・ジャーシム首相兼外相と

会談

来 アティーヤ副首相兼エ 11/１～11/５ 日・カタール合同経済委員会第２回会合出席
ネルギー工業相 （11/２）

11/１ 福田総理大臣に表敬

カタール

往 安倍総理大臣 ４/30～５/１ ４/30 サバーハ首長と会談
４/30 ナーセル首相と会談

来 アムサール・クウェー 10/28～11/３ オピニオン・リーダー招聘
トボランティア協会会 11/２ 皇后陛下と御会見
長（首長実妹） 11/２ 高円宮妃殿下と御接見

クウェート

往 有馬政府代表 ３/26～３/29 第19回アラブ首脳会議出席（３/28～３/29）
３/27 アブ・アムロPA外務庁長官と会談
３/27 ムアッリム・シリア外相と会談
３/27 ハティーブ・ヨルダン外相と会談
３/27 セニオラ・レバノン首相に表敬
３/27 アッバースPA大統領に表敬
３/28 ムバラク・エジプト大統領に表敬
３/28 ズィーバーリ・イラク外相と会談
３/29 バヒート・ヨルダン首相に表敬

往 安倍総理大臣 ４/28～４/29 ４/28 アブドッラー国王陛下に拝謁
４/28 スルタン皇太子殿下と会談

往 甘利経済産業大臣 ４/30～５/２ 第９回日本・サウジアラビア合同委員会出席
（５/１）
第２回アジア石油・天然ガス産消国ラウンドテ
ーブル会合出席（５/２）
５/１ アブドッラー国王陛下に拝謁
５/１ ナイミ石油鉱物資源相と会談
５/１ ヤマニ商工相と会談
５/１ ゴサイビ経済企画相と会談
５/２ サルマン・リヤド州知事に表敬

サウジアラ
ビア

往 浅野外務副大臣 ６/24～６/26 ６/25 アサド大統領に表敬
６/25 ミクダード副外相と会談

シリア

往 小野寺外務副大臣 11/２～11/３ 第２回イラク周辺国拡大外相会合出席
（11/２～11/３）
11/３ ズィーバーリー・イラク外相と会談

トルコ
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来 ムナ妃殿下 ５/28～６/２ 国際看護師協会（ICN）各国協会会員代表者会議
出席（５/29、６/１）
６/１ 天皇皇后両陛下と御会見

往 麻生外務大臣 ８/13 ８/13 バヒート首相に表敬
８/13 ハティーブ外相と会談

ヨルダン

往 岩屋外務副大臣 ６/１～６/４ ６/３ ズリティニ全国人民委員会副書記（副総
理）と会談

６/４ カダフィ開発基金総裁と会談

リビア

往 浜田外務大臣政務官 ２/８～２/11 ２/８ ムセベニ大統領に表敬
２/８ ンシバンビ首相に表敬

ウガンダ

往 杉浦衆議院議員 ３/５～３/７ ガーナ独立50周年記念式典出席（３/６）
（政府特派大使） ３/７ ローリングス前大統領と会談

ガーナ

（7）アフリカ

往 岩屋外務副大臣 ３/21～３/25 TICAD「持続可能な開発のための環境とエネル
ギー」閣僚会議出席（３/22～３/23）
３/22 キバキ大統領に表敬
３/23 トゥジュ外相に表敬

ケニア

来 バカヨコ外相 ５/18～５/21 ５/21 麻生外務大臣と会談コートジボ
ワール

往 小野寺外務副大臣 ９/20 ９/20 アブドルアジース外務次官補と会談
９/20 バハルナ外務担当国務相と会談

バーレーン

来 エラカート・パレスチナ ３/13～３/16 「平和と繁栄の回廊」構想４者協議第１回閣僚
解放機構（PLO）交渉 級会合出席（３/14）
局長 第３回イスラエル・パレスチナ和平信頼醸成会

議出席（３/14～３/15）
３/14 安倍総理大臣に表敬

往 小池総理大臣補佐官 ５/５ ５/５ アッバースPA大統領に表敬
５/５ ファイヤードPA財務庁長官と会談
５/５ アブ・アムロPA外務庁長官と会談

来 アブ・アムロPA外務庁 ６/11～６/13 第４回日本・パレスチナ閣僚級政治協議出席
長官 （６/12）

６/12 麻生外務大臣と会談

往 麻生外務大臣 ８/15 「平和と繁栄の回廊」構想４者協議第２回閣僚
級会合出席（８/15）
８/15 アッバースPA大統領に表敬
８/15 ファイヤードPA首相に表敬

(パレスチ
ナ）
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往 浜田外務大臣政務官 ７/31～８/３ ８/１ カマラ外務・国際協力相代行と会談
８/２ カバ大統領と会談

シエラレオ
ネ

往 宇野外務大臣政務官 12/18～12/20 12/19 スマレ首相と会談セネガル

往 浜田外務大臣政務官 ２/11～２/13 第４回アフリカ・アジア・ビジネス・フォーラ
ム（AABF IV）出席（２/12）
２/12 キクウェテ大統領に表敬
２/12 ロワサ首相に表敬
２/12 チャミ外務副大臣と会談
２/13 ンガソングワ計画・経済・能力開発大臣

と会談

来 メンベ外務国際協力相 ５/13～５/17 外務省賓客
５/15 麻生外務大臣と会談

タンザニア

来 コム・ズマラ外務・地 ２/26～３/３ ３/１ 麻生外務大臣と会談
域統合・仏語圏相

中央アフリ
カ

往 秋篠宮殿下 ８/13～８/25 御旅行
８/23 ラヴァルマナナ大統領と御接見

マダガスカ
ル

来 ポハンバ大統領及び 10/14～10/17 公式実務訪問賓客
同令夫人 10/15 天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐

10/16 福田総理大臣と会談

ナミビア

往 宇野外務大臣政務官 12/20～12/22 12/21 ゾンゴ首相と会談
12/22 コンパオレ大統領と会談

ブルキナフ
ァソ

往 岩屋外務副大臣 ７/31～８/３ ベナン独立記念式典出席（８/１）
８/２ ボニ・ヤイ大統領と会談
８/２ オカンラ外相と会談

ベナン

往 甘利経済産業大臣 11/16～11/17 11/16 モハエ大統領に表敬
11/16 メラフェ外務・国際協力相と会談
11/16 ケディキルウェ鉱物・エネルギー・水資

源相と会談

ボツワナ

往 甘利経済産業大臣 11/15～11/17 11/15 ムベキ大統領に表敬
11/15 アーウィン公共企業相と会談
11/16 ソンジカ鉱物・エネルギー相と会談

往 渡海文部科学大臣 11/29～12/１ 第４回地球観測サミット出席（11/30）
11/30 マンゲナ科学技術相と会談
11/30 万鋼

まんこう

中国科学技術部長と会談

南アフリカ
共和国
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来 モシシリ首相 ８/８ ８/８ 安倍総理大臣と会談

来 ツェコア外相 ８/８～８/11 ８/９ 麻生外務大臣と会談

レソト

来 デ・ホープ・スケッフ 12/12～12/14 外務省賓客
ェルNATO事務総長 12/13 福田総理大臣と会談

12/13 高村外務大臣と会談

北大西洋条
約機構
（NATO）

来 マニング開発援助委員 ２/12～２/14 DAC議長報告出席（２/13）
会（DAC）議長

来 グリアOECD事務総長 12/２～12/５ 12/４ 福田総理大臣と会談

経済協力開
発機構
（OECD）

（8）国際機関

来 マッキンレー事務局長 ３/６～３/11 外務省・IOM共催シンポジウム「外国人問題に
どう対処すべきか（第３回）」出席（３/９）

国際移住機
関（IOM）

来 フィルテル事務局長 ８/26～８/29 第19回国連軍縮会議出席（８/27）化学兵器禁
止機関
（OPCW）

来 田中事務局長 10/９～10/14「科学技術と産業」国際シンポジウム2007出席
（10/10）
10/12 福田総理大臣に表敬
10/12 高村外務大臣に表敬

国際エネル
ギー機関
（IEA）

往 浜田外務大臣政務官 ４/18～４/20 大統領就任式出席（４/19）
（総理大臣特使） ４/20 アブダライ大統領と会談

４/20 シダフメド外務・協力相と会談
４/20 アベッド経済・開発相と会談
４/20 シダフメド初等・中等教育相と会談

来 レミン外務・協力相 ８/９～８/11 ８/９ 皇太子殿下と御接見
８/９ 麻生外務大臣と会談

モーリタニ
ア

来 ゲブーザ大統領及び １/21～１/24 公式実務訪問賓客
同令夫人 １/22 天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐

１/23 安倍総理大臣と会談

モザンビー
ク

来 ジョンソン＝サーリーフ ３/11～３/14 実務訪問賓客
大統領 ３/12 天皇陛下と御会見

３/12 安倍総理大臣と会談
３/13 扇参議院議長と会談

来 ワレス外相 ３/11～３/14 ３/12 麻生外務大臣と会談

リベリア
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来 ヴォルフルム国際海洋 11/15～11/23 高級実務者招聘
法裁判所所長 11/16 高村外務大臣に表敬

国際海洋法
裁判所
（ITLOS）

来 ヒギンズICJ所長 ４/９～４/15 オピニオン・リーダー招聘
４/10 麻生外務大臣に表敬
４/10 安倍総理大臣に表敬
４/10 島田最高裁判所長官に表敬

国際司法裁
判所（ICJ）

来 ケリム第62回国連総会 ８/23～８/26 オピニオン・リーダー招聘
議長 ８/24 岩屋外務副大臣と会談

国際連合
（UN）

来 デルビシュ総裁 12/８～12/11 京都議定書10周年記念国際シンポジウム
「気候変動と人間の安全保障」出席（12/９）
12/10 高村外務大臣に表敬

国連開発計
画（UNDP）

来 グリア事務局長 11/24～11/26 国際シンポジウム“People at the Centre”出席
（11/25）
11/25 高村外務大臣に表敬

国際家族計
画連盟
（IPPF）

来 ディウフ事務局長 11/５～11/７ 11/５ 福田総理大臣に表敬国連食糧農
業機関
（FAO）

来 ユムケラー事務局長 10/９～10/12 ５/８ 塩崎官房長官に表敬国連工業開
発機関
（UNIDO）

来 松浦事務局長 ８/27～９/４ 国連大学・ユネスコ共催セミナー出席（８/29）
無形文化遺産条約第２回政府間委員会出席
（９/３）
８/31 安倍総理大臣に表敬
９/３ 町村外務大臣に表敬
９/４ 天皇皇后両陛下に拝謁

来 松浦事務局長 12/１～12/４ 第１回アジア・太平洋水サミット出席（12/３）

国連教育科
学文化機関
（UNESCO）

来 アルブール国連人権高 １/25～１/27 外務省賓客
等弁務官 １/25 麻生外務大臣と会談

国連人権高
等弁務官事
務所
（OHCHR）

来 オベイド事務局長 ５/６～５/９ ５/８ 塩崎官房長官に表敬国連人口基
金
（UNFPA）
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来 アブゼイド事務局長 10/３～10/６ 「人間の安全保障」プログラム　パブリック・フ
ォーラム「パレスチナ難民と『人間の安全保障』」
出席（10/５）
10/４ 小野寺外務副大臣に表敬

国連パレス
チナ難民救
済事業機関
（UNRWA）

来 カザチュキン事務局長 ７/25～７/27 グローバル・セミナー「ハイリゲンダムから洞
爺湖へ～サミットに向けての課題と世界基金」
出席（７/26）

世界エイズ
・結核・マ
ラリア対策
基金

来 フランジャリ事務局長 ９/12～９/16 日本旅行業協会（JATA）世界観光会議出席
及び同令夫人 （９/13）

JATA世界旅行博2007出席（９/14）

世界観光機
関
（UNWTO）

来 ゼーリック総裁 ８/８～８/９ ８/８ 安倍総理大臣に表敬
８/８ 麻生外務大臣に表敬

世界銀行

来 ラミー事務局長 ３/22 ３/22 甘利経済産業大臣と会談世界貿易機
関（WTO）

来 バルビューCEO ９/13～９/14 ９/14 小野寺外務副大臣と会談地球環境フ
ァシリティ
ー（GEF）

来 ジョグラフ事務局長 １/23～１/27 １/26 浅野外務副大臣に表敬生物多様性
条約
（CBD）

来 ホームズ国連人道問題 ６/13～６/16 ６/14 麻生外務大臣に表敬
担当事務次長

国連人道問
題調整部
（OCHA）

来 シーラン事務局長 10/10～10/13 10/12 高村外務大臣に表敬国連世界食
糧計画
（WFP）

来 グテーレス高等弁務官 11/26～11/28 11/27 高村外務大臣に表敬国連難民高
等弁務官事
務所
（UNHCR）


