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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程

（1）アジア・大洋州
インド 来 シャルマ商工相 2/14～2/17 「日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定」

署名式出席（2/16）
2/15	 野田総理大臣に表敬
2/16	 前原外務大臣と会談

来 クマール下院議長及び
同夫君

10/2～10/6 衆議院議長招待
10/4	 横路衆議院議長と会談
10/4	 天皇皇后両陛下に謁見
10/4	 野田総理大臣と会談

来 クリシュナ外相 10/28～10/30 外務省賓客
10/29	 玄葉外務大臣と会談（第5回日・インド外相

間戦略対話）
10/29	 野田総理大臣に表敬

往 野田総理大臣 12/27～12/29 インド世界問題評議会（ICWA）主催講演会出席（12/28）
12/29	 アンサリ副大統領と会談
12/29	 シン首相と会談

インドネシア 来 マルティ外相及び同令
夫人

2/17～2/18 外務省賓客
2/18	 前原外務大臣と会談（第1回日・インドネシア

閣僚級戦略対話）
往 菊田外務大臣政務官 3/14～3/17 第2回ASEAN地域フォーラム（ARF）災害救援実動演

習（DiREx）開会式出席（3/15）
首都圏投資促進特別地域（MPA）第1回運営委員会出
席（3/17）
3/15	 シャムスル国家防災庁長官と会談
3/16	 マルティ外相に表敬
3/17	 ハッタ経済担当調整相に表敬

往 松本外務大臣 4/9 日・ASEAN（東南アジア諸国連合）特別外相会議出席
（4/9）
4/9	 ユドヨノ大統領に表敬
4/9	 マルティ外相と会談

来 ユドヨノ大統領及び同
令夫人

6/16～6/18 実務訪問賓客
東日本大震災被災地（気仙沼市）訪問（6/18）
6/17	 天皇皇后両陛下と御会見
6/17	 菅総理大臣と会談
6/17	 松本外務大臣による表敬

来 マルティ外相 6/16～6/18 ユドヨノ大統領に同行
6/17	 松本外務大臣と会談

（2011年1月1日～12月31日）

〈記入の際の留意点〉
1．	対象期間は2011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、衆参両議院議長、閣僚、外務副大臣、外務大臣政務
官による外国訪問を記載

3．	各国・機関の要人の来訪は、各国外相、外相より上位の閣僚（原則他省大臣を除く）又は国際機関の長の来日で
あり、（1）日本の外務大臣又は外務大臣以上の要人と会談等があったもの（官房長官、他省庁大臣等を除く）、
若しくは（2）日本で開催された国際会議出席が目的であったものを記載

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

要人往来

302



国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
往 松本外務大臣 7/21～7/25 ASEAN関連外相会議出席（7/21～7/23）

第4回日・メコン外相会議出席（7/21）
第12回ASEAN+3外相会議出席（7/21）
日・ASEAN外相会議出席（7/21）
メコン河下流域開発（LMI）閣僚級フレンズ会合出席
（7/22）
東アジア首脳会議（EAS）参加国外相協議出席（7/22）
第18回ARF閣僚会合出席（7/23）
日米韓外相会合出席（7/23）
7/21	 ラッド・オーストラリア外相と会談
7/21	 デル・ロサリオ・フィリピン外相と会談
7/21	 マルティ外相と会談（第2回日・インドネシア

閣僚級戦略対話）
7/22	 ベアード・カナダ外相と会談
7/22	 キエム・ベトナム副首相兼外相と会談
7/23	 クリントン米国国務長官と会談
7/23	 金

キ ム

星
ソ ン

煥
ファン

外交通商部長官と会談
7/23	 ザンダンシャタル・モンゴル外務・貿易相と会談

往 海江田経済産業大臣 8/13～8/14 日・ASEAN経済大臣関連会合出席（8/13～8/14）
往 枝野経済産業大臣 9/21～9/22 第2回首都圏投資促進特別地域（MPA）運営委員会出

席（9/22）
往 鹿野農林水産大臣 10/7 ASEAN+3農林大臣会合出席（10/7）
往 玄葉外務大臣 10/13～10/14 10/13	 マルティ外相と会談（第3回日・インドネシア

閣僚級戦略対話）
来 マルティ外相 11/10 11/10	 玄葉外務大臣と会談
往 野田総理大臣 11/17～11/21 ASEAN関連首脳会議出席（11/18～11/19）

第3回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（11/18）
第14回日・ASEAN首脳会議出席（11/18）
第14回ASEAN+3首脳会議出席（11/18）
第6回EAS出席（11/19）
日中韓首脳会議出席（11/19）
11/18	 インラック・タイ首相と会談
11/18	 リー・シェンロン・シンガポール首相と会談
11/18	 テイン・セイン・ミャンマー大統領と会談
11/18	 温

お ん

家
か

宝
ほ う

中国国務院総理と会談
11/19	 ギラード・オーストラリア首相と会談
11/19	 温家宝中国国務院総理と会談

往 枝野経済産業大臣 11/17～11/20 ASEANビジネス投資サミット出席（11/18）
オーストラリア 往 海江田経済産業大臣 2/11～2/12 2/11	 ギラード首相に表敬

2/11	 エマ－ソン貿易相と会談
2/11	 ファーガソン資源・エネルギー相と会談

来 ギラード首相及びマ
シーソン氏

4/20～4/23 公式実務訪問賓客
東日本大震災被災地（宮城県南三陸町）訪問（4/23）
4/21	 天皇皇后両陛下に謁見
4/21	 松本外務大臣による表敬
4/21	 菅総理大臣と会談

来 ジェンキンス連邦下院
議長

5/15～5/17 5/16	 横路衆議院議長と会談
5/16	 西岡参議院議長と会談

往 山花外務大臣政務官 8/23～8/24 8/23	 マクレランド法務相と会談
8/23	 マールス外務貿易省太平洋島嶼国担当政務次

官と会談
来 エマーソン貿易相 10/1 「偽造品の取引の防止に関する協定」（ACTA）署名式出

席（10/1）
10/1	 玄葉外務大臣と会談

往 中野外務大臣政務官 11/3～11/5 第7回日豪会議出席（11/4）
11/4	 ラッド外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
韓国 往 前原外務大臣 1/15 1/15	 金星煥外交通商部長官と会談

1/15	 李
イ

明
ミョン

博
バ ク

大統領に表敬
1/15	 玄

ヒョン

仁
イ ン

澤
テ ク

統一部長官と会談
来 金星煥外交通商部長官 2/16～2/17 外務省賓客

2/16	 前原外務大臣と会談
2/16	 菅直人総理大臣に表敬

来 金星煥外交通商部長官 3/19～3/20 第5回日中韓外相会議出席（3/19）
3/19	 松本外務大臣と会談

往 鹿野農林水産大臣 4/14～4/15 日中韓農業大臣会合出席（4/14～4/15）
来 李明博大統領 5/20～5/22 第4回日中韓サミットに出席（5/22）

東日本大震災被災地（宮城県仙台市及び福島県福島市）
訪問（5/21）
5/22	 菅総理大臣と会談

来 金星煥外交通商部長官 5/20～5/22 李明博大統領に同行
5/20	 松本外務大臣と会談

往 大畠国土交通大臣 5/28～5/29 第6回日中韓観光大臣会合出席（5/29）
来 金

キ ム

宗
ギョン

壎
フ ン

外交通商部通商
交渉本部長

10/1 ACTA署名式出席（10/1）
10/1	 玄葉外務大臣と会談

往 玄葉外務大臣 10/6～10/7 10/6	 金星煥外交通商部長官と会談
10/6	 李明博大統領に表敬

往 横路衆議院議長 10/10～10/12 10/10	 金
キ ム

滉
ファン

植
シ ク

国務総理に表敬
10/11	 朴

パ ク ヒ テ

熺太国会議長と会談
往 野田総理大臣 10/18～10/19 10/19	 李明博大統領と会談
往 中野外務大臣政務官 11/29～12/1 第4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム出

席（11/29～12/1）
11/30	 シャー米国国際開発庁（USAID）長官と会談
11/30	 カン・ゾー・ミャンマー副国家計画・経済開

発相と会談
11/30	 マニベ南スーダン財務・経済計画相と会談
11/30	 バンセ・モザンビーク副外務協力相と会談

来 李明博大統領 12/17～12/18 12/18	 野田総理大臣と会談
カンボジア 往 伴野外務副大臣 2/11～2/12 ネアックルン架橋建設計画起工式出席（2/12）

2/11	 フン・セン首相に表敬
2/11	 ソック・アン副首相兼閣僚評議会担当相と会談
2/11	 ハオ・ナムホン副首相兼外相と会談

クック諸島 来 プナ首相 6/15～6/19 外務省賓客
日・クック外交関係開設に係る署名式（交換公文）出
席（6/16）
6/16	 松本外務大臣による表敬
6/16	 菅総理大臣と会談

シンガポール 往 伴野外務副大臣 2/23 2/23	 ザイヌル外務担当上級国務相と会談
往 伴野外務副大臣 4/25 第8回日本・シンガポール・シンポジウム出席（4/25）

4/25	 ザイヌル外務担当上級国務相と会談
来 リー・クァンユー前内
閣顧問

5/24～5/27 第17回国際交流会議「アジアの未来」（日本経済新聞社
主催）出席（5/25～5/26）

往 北澤防衛大臣 6/3～6/5 第10回アジア安全保障会議（シャングリラ・ダイアロ
グ）出席（6/3～6/5）
6/4	 ウン国防相と会談

来 ゴー・チョクトン名誉
上級相

6/22～6/25 親授式（旭日大綬章受章）出席（6/24）
6/23	 松本外務大臣による表敬

往 山花外務大臣政務官 8/21～8/22 8/22	 ハリマ社会開発・青年・スポーツ担当国務相
と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
往 枝野経済産業大臣 9/22～9/23 9/23	 ヤーコブ情報通信芸術相と会談

9/23	 ゴー・チョクトン名誉上級相に表敬
9/23	 リム貿易産業相と会談
9/23	 リー・シェンロン首相に表敬

往 玄葉外務大臣 10/11～10/12 10/12	 ゴー・チョクトン名誉上級相に表敬
10/12	 リー・シェンロン首相に表敬
10/12	 シャンムガム外相と会談

スリランカ 往 菊田外務大臣政務官 5/3～5/4 5/3	 ラージャパクサ大統領に表敬
5/3	 サマラシンハ・プランテーション産業相兼人

権担当特使と会談
5/4	 ピーリス外相と会談

ソロモン諸島 往 菊田外務大臣政務官 2/11～2/12 2/11	 マエランガ副首相と会談
2/11	 シャネル外務貿易相と会談

タイ 往 秋篠宮殿下 3/8～3/10 カセートサート大学学位授与式御出席（3/8）
チェンマイ大学学位授与式御出席（3/9）
3/8	 タイ国王王妃両陛下と御接見

往 菊田外務大臣政務官 5/23～5/25 国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）第67回
総会出席（5/24）
5/23	 クンブアンボラ・フィジー外務・国際協力相と

会談
5/24	 スワンサン外務政務官と会談
5/24	 ヘイザーESCAP事務局長と会談
5/25	 ジュリン保健相に表敬

来 キティラット副首相兼
商務相

11/26～11/29 11/28	 玄葉外務大臣と会談
11/28	 野田総理大臣に表敬

（台湾） 来 王
お う

金
き ん

平
ぺ い

立法院院長 4/20～4/22 4/22	 西岡参議院議長と会談
中国 往 伴野外務副大臣 1/25～1/28 1/25	 王

お う

晨
し ん

国務院新聞弁公室主任と会談
1/26	 張

ちょう

志
し

軍
ぐ ん

外交部常務副部長と会談
来 楊

よ う

潔
け つ

篪
ち

外交部長 3/19～3/20 第5回日中韓外相会議出席（3/19）
3/19	 松本外務大臣と会談

往 平野文部科学大臣 4/28～4/29 第3回日中韓科学技術協力担当大臣会合出席（4/28）
来 温家宝国務院総理 5/21～5/22 第4回日中韓サミット出席（5/22）

東日本大震災被災地（宮城県仙台市及び福島県福島市）
訪問（5/21）
5/22	 菅総理大臣と会談

来 楊潔篪外交部長 5/21～5/22 温家宝国務院総理に同行
5/22	 松本外務大臣と会談

往 菊田外務大臣政務官 5/31～6/1 日中グリーンEXPO開幕式出席（6/1）
6/1	 胡

こ

正
せ い

躍
や く

外交部部長助理と会談
往 麻生元総理大臣
（総理大臣特使）

6/7～6/9 日中映像交流事業日本側開幕式出席（6/8）
6/7	 蔡

さ い

武
ぶ

文化部長と会談
6/8	 温家宝国務院総理と会談
6/8	 楊潔篪外交部長と会談
6/8	 李

り

肇
ちょう

星
せ い

全人代外事委員会主任委員と会談
往 松本外務大臣 7/3～7/4 日中ハイレベル交流

7/4	 楊潔篪外交部長と会談
7/4	 習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

国家副主席に表敬
7/4	 戴

た い

秉
へ い

国
こ く

国務委員と会談
往 海江田経済産業大臣 7/16～7/18 日本貿易振興機構（JETRO）武官事務所開所式出席

（7/17）
7/18	 陳

ち ん

徳
と く

銘
め い

商務部長と会談
往 山口外務副大臣 10/10～10/13 日中ハイレベル交流

10/10	 李
り

小
しょう

林
り ん

対外友協会長と会談
10/12	 陳

ち ん

健
け ん

商務部副部長と会談
10/13	 張志軍外交部常務副部長と会談

305外交青書 2012

要人往来

要
人
往
来



国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
往 中野外務大臣政務官 10/12～10/14 2011年日本青少年訪中代表団第1陣団長

10/13	 唐
と う

家
か

璇
せ ん

中日友好協会名誉顧問と会談
10/14	 劉

りゅう

結
け つ

一
い ち

中国共産党中央対外連絡部副部長と会談
10/14	 張志軍外交部常務副部長と会談

往 枝野経済産業大臣 10/13～10/15 広州交易会（第110回中国輸出入商品交易会）出席
（10/14）

往 小宮山厚生労働大臣 11/12～11/13 日中食品安全推進イニシアティブ第2回閣僚級会議出席
（11/12）
第5回日中韓三国保健大臣会合出席（11/13）

来 王
お う

毅
き

国務院台湾弁公室
主任

11/12～11/16 日中ハイレベル交流
11/14	 玄葉外務大臣と会談
11/15	 野田総理大臣に表敬

往 玄葉外務大臣 11/23 日中ハイレベル交流
11/23	 楊潔篪外交部長と会談
11/23	 温家宝国務院総理に表敬
11/23	 戴秉国国務委員と会談

往 枝野経済産業大臣 11/26～11/27 第6回省エネルギー・環境総合フォーラム出席（11/26）
往 野田総理大臣 12/25～12/26 日中ハイレベル交流

12/25	 温家宝国務院総理と会談
12/26	 胡

こ

錦
き ん

濤
と う

国家主席と会談
12/26	 呉

ご

邦
ほ う

国
こ く

全人代常務委員会委員長と会談
往 山口外務副大臣 12/25～12/26 野田総理大臣に同行

トンガ 来 トゥポウ5世国王陛下 1/18～1/23 1/20	 天皇皇后両陛下と御会見・御昼餐
さ ん

ニュージーランド 往 徳永外務大臣政務官 2/24～3/4 南島地震における現地対策本部の指揮及び被災邦人の
保護

往 松本外務副大臣 3/2～3/5 南島地震における現地対策本部の指揮及び被災邦人の
保護

往 山花外務大臣政務官 3/5～3/11 南島地震における現地対策本部の指揮及び被災邦人の
保護

来 マカリ－外相 5/26～5/28 外務省賓客
5/27	 松本外務大臣と会談

往 山口外務副大臣 9/9～9/10 太平洋諸島フォーラム（PIF）域外国対話出席（9/9）
9/10	 マカリ－外相と会談

パキスタン 来 ザルダリ大統領 2/21～2/23 実務訪問賓客
2/22	 前原外務大臣による表敬
2/22	 菅総理大臣と会談
2/23	 天皇陛下と御会見

パプアニューギ
ニア

往 菊田外務大臣政務官 2/10～2/11 2/10	 ポリエ外相と会談
2/10	 デュマ石油エネルギー相と会談

来 ポリエ外務貿易移民相 4/23～4/27 日・パプアニューギニア投資協定署名式出席（4/26）
4/26	 松本外務大臣と会談

バングラデシュ 往 山花外務大臣政務官 1/15～1/18 経済協力案件の視察等
東ティモール 来 ピレス財務相 2/13～2/17 オピニオンリーダー招待

2/15	 伴野外務副大臣と会談
往 菊田外務大臣政務官 8/9～8/12 政府開発援助（ODA）案件交換公文署名式出席（8/11）

8/10	 ラモス＝ホルタ大統領に表敬
8/10	 ダ・コスタ外相に表敬
8/10	 ハク国連東ティモール統合ミッション代表と会談
8/11	 グスマン首相兼治安・国防相に表敬
8/11	 ピレス財務相に表敬

来 グテレス副首相 12/3～12/5 第15回国際労働機構（ILO）アジア太平洋地域会議出
席（12/4～12/7）

フィジー 来 ナイラティカウ大統領 6/20～6/23 6/21	 菊田外務大臣政務官による表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
フィリピン 来 アキノ大統領 8/4～8/5 8/4	 ムラド・モロ・イスラム解放戦線（フィリピン）

議長と非公式会談
来 アキノ大統領 9/25～9/28 公式実務訪問賓客

東日本大震災被災地（宮城県石巻市）訪問（9/26）
9/27	 野田総理大臣と会談
9/28	 天皇陛下と御会見・宮中午餐

来 デル・ロサリオ外相 9/25～9/28 アキノ大統領に同行
経済協力案件に関する署名式（交換公文）出席（9/27）

ブータン 来 ケザン王妹殿下及び同
夫君

2/11～2/19 2/15	 皇太子殿下と御接見
2/16	 天皇皇后両陛下に謁見・お茶

往 菊田外務大臣政務官 5/5～5/6 5/5	 ジグミ・ケサル国王陛下に謁見
5/5	 ケザン王女殿下に接見
5/5	 ティンレイ首相兼外相に表敬

来 ジゲル王弟殿下 7/11～7/19 アジア・オリンピック評議会（OCA）出席（7/14）
来 ティンレイ首相 9/25～9/29 第24回世界建築会議出席（9/28）

9/26	 野田総理大臣と会談
来 ペンジョール上院議長 9/26～10/2 参議院賓客

9/26	 西岡参議院議長と会談
9/26	 野田総理大臣と会談
9/27	 横路衆議院議長と会談

来 ジグミ・ケサル国王陛
下及び同王妃陛下

11/15～11/20 国賓
東日本大震災被災地（福島県相馬市）御訪問（11/18）
11/15	 野田総理大臣を御引見・会談
11/16	 皇太子殿下と御会見・宮中晩餐（天皇皇后両

陛下の御名代として）
11/16	 皇后陛下が御挨拶
11/18	 皇太子殿下が御訪問（天皇皇后両陛下の御名

代として）
11/18	 皇后陛下が御訪問

ブルネイ 往 菊田外務大臣政務官 5/7～5/8 5/7	 ビラ皇太子殿下に謁見
5/7	 モハメッド・ボルキア外務貿易相に表敬
5/7	 ヤスミン・エネルギー相に表敬

ベトナム 往 伴野外務副大臣 2/12～2/14 2/14	 フック官房長官と会談
2/14	 キエム副首相兼外相に表敬
2/14	 ホアン商工相と会談

往 野田財務大臣 5/3～5/5 ASEAN+3財務大臣会合出席（5/4）
アジア開発銀行（ADB）年次総会出席（5/5）
5/3	 サン共産党書記局常務と会談
5/5	 ズン首相に表敬

来 ハイ副首相 5/25～5/29 第17回国際交流会議「アジアの未来」（日本経済新聞社
主催）出席（5/26）
5/25	 松本外務大臣と会談

来 サン共産党書記局常務 6/1～6/4 外務省賓客
6/1	 横路衆議院議長に表敬
6/1	 西岡参議院議長に表敬
6/1	 松本外務大臣と会談
6/2	 菅総理大臣に表敬

往 高橋外務副大臣 8/10～8/12 8/11	 ハイ副首相に表敬
8/11	 タン交通運輸相に表敬

往 山口外務副大臣 10/19～10/21 10/20	 ホアン商工相と会談
10/20	 ズン首相に表敬

来 ズン首相及び同令夫人 10/30～11/2 公式実務賓客
10/31	 野田総理大臣と会談
11/1	 横路衆議院議長と会談
11/2	 天皇皇后両陛下に謁見
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
（香港） 往 伴野外務副大臣 1/28 1/28	 ドナルド・ツァン行政長官に表敬
マレーシア 往 片山総務大臣 1/12～1/14 日・ASEAN情報通信大臣会合出席（1/13）

1/13	 ナジブ首相に表敬
来 ナジブ首相 5./25～26 第17回国際交流会議「アジアの未来」（日本経済新聞社

主催）出席（5/25～5/26）
5/26	 松本外務大臣による表敬

往 海江田経済産業大臣 7/8～7/9 ASEAN経済相、ASEAN事務総長、在ASEAN日本人
商工会議所連合会（FJCCIA）等との対話出席（7/9）
7/9	 ムスタパ国際貿易産業相と会談

往 玄葉外務大臣 10/12～10/13 10/13	 アニファ・アマン外相と会談
ミクロネシア 往 菊田外務大臣政務官

（政府特派大使）
7/27～7/30 モリ大統領就任式出席（7/29）

7/27	 モリ大統領に表敬
7/27	 ロバート外相に表敬
7/28	 イティマイ運輸・通信・インフラ相に表敬
7/28	 シルク・マーシャル諸島外相に表敬
7/29	 ゼドケア・マーシャル諸島大統領に表敬
7/30	 トリビオン・パラオ大統領に表敬
7/30	 ヤノ・パラオ外相に表敬

ミャンマー 往 菊田外務大臣政務官 6/27～6/29 6/28	 ワナ・マウン・ルイン外相と会談
6/28	 ティン・ナイン・テイン国家計画・経済開発

相と会談
6/29	 アウン・サン・スー・チー氏と会談

来 ワナ・マウン・ルイン
外相

10/20～10/22 外務省賓客
10/21	 玄葉外務大臣と会談

往 玄葉外務大臣 12/25～12/26 12/26	 ワナ・マウン・ルイン外相と会談
12/26	 テイン・セイン大統領に表敬
12/26	 アウン・サン・スー・チー氏と会談

モルディブ 往 中野外務大臣政務官 11/10～11/11 第17回南アジア地域協力連合（SAARC）首脳会談出
席（11/10～11/11）
11/10	 ナシード大統領に表敬
11/10	 モニ・バングラデシュ外相と会談
11/10	 カル・パキスタン外相と会談
11/10	 ピーリス・スリランカ外相と会談
11/10	 シュレスタ・ネパール副首相兼外相と会談
11/10	 ナシーム外相と会談
11/10	 ワンチュク・ブータン外相代行と会談
11/11	 マール・オーストラリア外務政務次官と会談

モンゴル 往 玄葉国家戦略担当大臣 1/4～1/6 ハイレベル交流
1/4	 バトトルガ道路・運輸・建設・都市計画相と会談
1/5	 エルベグドルジ大統領に表敬
1/5	 ザンダンシャタル外交・貿易相と会談
1/5	 ゾグリド鉱物資源・エネルギー相と会談

来 デンベレル国家大会議
議長及び同令夫人

12/9～12/14 参議院賓客
12/12	 横溝衆議院議長と会談
12/12	 西岡参議院議長と会談
12/13	 天皇皇后両陛下に謁見
12/13	 野田総理大臣と会談
12/13	 玄葉外務大臣による表敬

来 バトトルガ道路・運輸・
建設・都市計画相

7/18～7/22 閣僚級招へい
7/19	 伴野副大臣と会談

ラオス 来 シンラヴォン計画投資
相

6/1～6/5 国連ミレニアム開発目標（MDGs）フォローアップ会合
出席（6/1～6/4）
6/1	 伴野外務副大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
来 トンルン副首相兼外相 8/1～8/4 外務省賓客

東日本大震災被災地（宮城県仙台高等専門学校及び名取
市）訪問（8/1）
8/2	 皇太子殿下と御接見
8/2	 松本外務大臣と会談
8/3	 横路衆議院議長に表敬
8/3	 西岡参議院議長に表敬
8/3	 菅総理大臣に表敬

来 ソムサワート副首相 11/27～11/29 ラオス投資セミナー（日本アセアンセンター主催）出席
（11/28）
11/28	 玄葉外務大臣と会談

（2）北米
カナダ 来 ファスト国際貿易相兼

アジア太平洋ゲート
ウェイ担当相

9/30～10/2 東日本大震災被災地（宮城県仙台市）訪問（9/30）
ACTA署名式出席（10/1）
9/30	 玄葉外務大臣と会談

来 シャレ・ケベック州首相 8/22～8/28 8/25	 松本外務大臣に表敬
米国 往 前原外務大臣 1/6～1/9 1/6	 クリントン国務長官と会談

1/6	 バイデン副大統領に表敬
1/7	 リーバーマン上院議員と会談

来 ゲイツ国防長官 1/12～1/14 1/13	 前原外務大臣と会談
1/13	 菅総理大臣に表敬

往 松本外務副大臣 2/11～2/12 安保理改革に関するG4外相会合出席（2/11）
2/11	 ダイス国連総会議長と会談
2/11	 クリシュナ・インド外相と会談
2/11	 パトリオッタ・ブラジル外相と会談
2/11	 ヴェスターヴェレ・ドイツ外相と会談

来 クリントン国務長官 4/17 4/17	 天皇皇后両陛下に謁
え っ

見・お茶
4/17	 松本外務大臣と会談
4/17	 菅総理大臣に表敬

往 松本外務大臣 4/29 4/29	 クリントン国務長官と会談
往 山花外務大臣政務官 5/12 国連関係者等との意見交換
往 高橋外務副大臣 5/18～5/22 アジア太平洋経済協力（APEC）貿易担当大臣会合出

席（5/19～5/20）
5/18	 ラミー世界貿易機関（WTO）事務局長と会談
5/19	 フェレイロス・ペルー通商観光相と会談
5/20	 ブンステル・チリ副外相と会談
5/20	 フェラーリ・メキシコ経済相と会談
5/20	 グレゴリー・ソー香港商務経済発展局長官代

理と会談
往 伴野外務副大臣 6/8～6/9 国連HIV/AIDSハイレベル会合出席（6/8～6/9）

6/9	 シディベ国連エイズ合同計画（UNAIDS）事
務局長と会談

6/9	 ダイス第65回国連総会議長と会談
往 松本外務大臣 6/20～6/21 日米安全保障協議委員会（「2+2」）出席（6/20～6/21）

6/20	 ファインスタイン上院議員と会談
往 北澤防衛大臣 6/20～6/21 日米安全保障協議委員会（「2+2」）出席（6/20～6/21）
往 高橋外務副大臣 7/19～7/20 世界サービス・サミット出席（7/20）

7/20	 ナイズ国務副長官と会談
来 バイデン副大統領 8/22～8/24 実務訪問賓客

東日本大震災被災地（宮城県仙台市）訪問（8/23）
8/23	 菅総理大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
往 中野外務大臣政務官 9/15～9/17 女性と経済サミットハイレベル政策対話出席（9/15～

9/16）
9/16	 クリントン国務長官と会談
9/16	 マルティ・インドネシア外相と会談
9/16	 ミルズ中小企業庁長官と会談

往 玄葉外務大臣 9/19～9/24 第66回国連総会出席（9/19～9/24）
リビア・ハイレベル会合出席（9/20）
G8外相会合出席（9/20）
MDGsに関する閣僚級非公式会合出席（9/21）
軍縮・不拡散イニシアティブ第3回外相会合出席（9/21）
原子力安全及び核セキュリティに関する国連ハイレベ
ル会合出席（9/22）
グローバル・テロ対策フォーラム（GCTF）設立会合
出席（9/22）
「新シルクロード構想」に関する外相会合出席（9/22）
第7回包括的核実験禁止条約（CTBT）発効促進会議
出席（9/23）
第66回一般討論演説同席（9/23）
第2回日湾岸協力理事会（GCC）戦略対話出席（9/23）
安保理改革に関するG4外相会合出席（9/23）
アフリカの角に関するミニ・サミット出席（9/24）
9/19	 クリントン国務長官と会談
9/20	 カル・パキスタン外相と会談
9/21	 アムル・エジプト外相と会談
9/21	 ラヴロフ・ロシア外相と会談
9/21	 マルティ・インドネシア外相と会談
9/21	 野田総理大臣とオバマ米大統領の会談に同席
9/21	 クラーク国連開発計画（UNDP）総裁と会談
9/22	 楊潔篪中国外交部長と会談
9/23	 ヘーグ英国外相と会談
9/23	 ジブリール・リビア国民暫定評議会執行委員

会委員長と会談
9/24	 金星煥韓国外交通商部長官と会談

往 野田総理大臣 9/20～9/23 第66回国連総会出席（9/20～9/23）
原子力安全及び核セキュリティに関する国連ハイレベ
ル会合出席（9/22）
一般討論演説を実施（9/23）
9/21	 オバマ大統領と会談
9/21	 ハーパー・カナダ首相と会談
9/21	 李明博韓国大統領と会談
9/21	 潘基文国連事務総長と会談
9/22	 ファン＝ロンパイ欧州理事会議長及びバロー

ゾ欧州委員会委員長と会談
9/22	 キャメロン英国首相と会談
9/22	 ナスル第66回国連総会議長と会談
9/22	 シン・インド首相と会談

往 安住財務大臣 9/22～9/24 G20開発に関する閣僚会合出席（9/23）
往 山根外務副大臣 9/22～9/24 G20開発に関する閣僚会合出席（9/23）

9/23	 ランクール・フランス協力相と会談
9/23	 アリシャバナ・インドネシア国家開発企画庁

長官と会談
9/23	 ユルマズ・トルコ開発相と会談

往 古川内閣府特命担当大
臣

10/5～10/8 10/6	 バーナンキ連邦準備制度理事会（FRB）議長
と会談

来 パネッタ国防長官 10/24～10/26 10/25	 玄葉外務大臣と会談
10/25	 野田総理大臣に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
往 玄葉外務大臣 11/10～11/13 APEC外務大臣・貿易担当大臣会議出席（11/11）

11/10	 クリントン国務長官と会談
11/10	 デル・ロサリオ・フィリピン外相と会談
11/10	 カーク通商代表と会談
11/11	 スラポン・タイ外相と会談
11/11	 ラヴロフ・ロシア外相と会談
11/11	 エスピノサ・メキシコ外相と会談

往 山口外務副大臣 11/11～11/13 APEC貿易担当大臣会合出席（11/11）
往 野田総理大臣 11/11～11/13 APEC首脳会議出席（11/12～11/13）

11/11	 イノウエ上院議員による表敬
11/12	 胡錦濤中国国家主席と会談
11/12	 オバマ大統領と会談
11/12	 メドヴェージェフ・ロシア大統領と会談
11/12	 ウマラ・ペルー大統領と会談

往 玄葉外務大臣 12/18～12/20 12/18	 イノウエ上院議員と会談
12/19	 クリントン国務長官と会談
12/19	 カーク通商代表と会談

（3）中南米
アルゼンチン 往 山花外務大臣政務官 8/24～8/25 第5回アジア中南米協力フォーラム（FEALAC）外相会

合出席
8/24	 カワナティ・ホンジュラス外相と会談
8/25	 オルギン・コロンビア外相と会談
8/25	 ティメルマン外相と会談
8/25	 バレーラ・パナマ副大統領兼外相と会談

来 ティメルマン外相 4/10～4/11 4/11	 松本外務大臣と会談
往 菅前総理大臣
（政府特派大使）

12/9～12/10 フェルナンデス大統領就任式出席（12/10）
12/9	 ティメルマン外相との会談
12/10	 フェルナンデス大統領に表敬

エクアドル 来 モレノ副大統領 9/28～10/1 政府関係者との意見交換
グレナダ 来 フッド外相 3/2～3/5 第9回気候変動に対する更なる行動に関する非公式会

合出席（3/3～3/4）
コスタリカ 往 秋篠宮同妃両殿下 1/25～1/30 公式御訪問（日・コスタリカ外交関係樹立75周年）

1/26	 チンチージャ大統領と御接見
来 チンチージャ大統領 12/6～12/10 公式実務賓客訪問

12/7	 横路衆議院議長と会談
12/8	 天皇陛下と御会見・宮中午餐
12/8	 野田総理大臣と会談

来 カスティージョ外相 12/6～12/10 12/8	 玄葉外務大臣と会談
コロンビア 来 サントス大統領 9/11～9/14 実務訪問賓客

9/12	 横路衆議院議長と会談
9/12	 野田総理大臣と会談
9/13	 天皇皇后両陛下と御会見

来 オルギン外相 9/11～9/15 サントス大統領に同行
一般文化無償資金協力に係る署名式出席（9/13）
9/13	 玄葉外務大臣と会談

往 山花外務大臣政務官 2/17～2/20 2/18	 ベスード環境相と会談
2/18	 オルギン外相と会談

ニカラグア 来 サントス外相 6/1～6/6 MDGsフォローアップ会合出席（6/2～6/3）
6/6	 山花外務大臣政務官と会談

ハイチ 往 山花外務大臣政務官 5/13～5/15 マルテリー大統領就任式出席（5/14）
5/13	 マルテリー大統領に表敬
5/13	 ミュレ国連ハイチ安定化ミッション（MINUSTAH）

事務総長特別代表と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
往 山根外務副大臣 9/20～9/22 国連ハイチ安定化ミッション（MINUSTAH）に派遣中

の自衛隊施設部隊視察（9/21）
9/21	 レ外相に表敬

パラグアイ 往 松本外務大臣 6/29 第41回メルコスール（南米南部共同市場：MERCOSUR）
首脳会合出席（6/29）
無償資金協力に係る交換公文署名式出席（6/30）
6/29	 ルゴ大統領に表敬
6/29	 モレノ・チリ外相と会談

往 高橋外務副大臣 6/29 第41回メルコスール首脳会合出席（6/29）
6/29	 松本外務大臣とルゴ大統領の会談に同席
6/29	 松本外務大臣とモレノ・チリ外相の会談に同席

ブラジル 往 麻生元総理大臣
（政府特派大使）

12/31～1/4 ルセーフ大統領就任式出席（1/1）
1/2	 ルセーフ大統領と会談

来 パトリオッタ外相 4/16 4/16	 松本外務大臣と会談
往 松本外務大臣 6/29～7/1 6/30	 パトリオッタ外相と会談

ペルー 往 山花外務大臣政務官 7/1～7/2 7/1	 ガルシア大統領に表敬
7/1	 フェレイロス通商観光相と会談

往 鳩山元総理大臣
（政府特派大使）

7/27～7/29 ウマラ大統領就任式出席（7/28）
7/27	 ウマラ次期大統領と会談

来 フェレイロス通商観光
相

5/30～6/1 日・ペルー経済連携協定（EPA）署名式出席（5/31）
5/31	 松本外務大臣と会談

メキシコ 往 山花外務大臣政務官 2/20～2/22 日・メキシコEPA合同委員第6回会合会出席（2/21）
ビジネス環境整備委員会第5回会合出席（2/21）
第29回日本メキシコ経済協議会（日本経団連及びメキ
シコ国際企業連盟共催）出席（2/22）
2/21	 ペレスハコメ通信運輸相と会談
2/22	 フェラーリ経済相と会談
2/22	 ゲバラ観光相と会談
2/22	 カルデロン大統領に表敬

来 ラミレス下院議長 6/6～6/11 衆議院議長招待
6/7	 横路衆議院議長と会談
6/7	 西岡参議院議長と会談
6/7	 菅総理大臣と会談
6/8	 松本外務大臣と会談
6/9	 皇太子殿下と御接見

（4）欧州
アイルランド 来 ギルモア副首相兼外

務・貿易相
10/12～10/13 政府関係者との意見交換

アルバニア 来 ハジナスト外相 11/20～11/22 11/21	 玄葉外務大臣と会談
イタリア 往 伴野外務副大臣 1/21～1/22 1/21	 クラクシ外務政務次官と会談

往 高橋外務副大臣 4/29 第13回日・EUビジネスラウンドテーブル出席（4/29）
4/29	 クラクシ外務政務次官と会談

ウクライナ 来 ヤヌコーヴィチ大統領 1/18～1/21 公式実務訪問賓客
1/18	 横路衆議院議長と会談
1/18	 西岡参議院議長と会談
1/18	 菅総理大臣と会談
1/19	 天皇陛下と御会見・宮中午餐

来 グリシチェンコ外相 1/18～1/21 ヤヌコーヴィッチ大統領に同行
1/18	 前原外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
往 高橋外務副大臣 4/19～4/20 「安全で革新的な原子力エネルギー利用に関するキエフ・

サミット」（原子力サミット）出席（4/19）
4/19	 グリシチェンコ外相と会談
4/19	 天野国際原子力機関（IAEA）事務局長と会談

往 横路衆議院議長 9/4～9/7 9/5	 ヤヌコーヴィチ大統領と会談
9/5	 リトヴィン最高会議議長と会談

往 衆議院チェルノブイリ
原子力発電所事故等調
査議員団（小平衆議院
議院運営委員長ほか）

10/5～10/8 10/7	 リトヴィン最高会議議長と会談

英国 往 伴野外務副大臣 1/18～1/19 1/18	 ハウエル外務相（閣外相）と会談
往 彬子女王殿下 1/28～1/30 御出張（御勤務先（立命館大学衣笠総合研究機構）の

御用務）
往 彬子女王殿下 5/26～6/1 オックスフォード大学学位記授与式御出席（5/28）
往 松本外務大臣 5/3 5/3	 キャメロン首相に表敬

5/3	 ヘーグ外相と会談
往 伴野外務副大臣 6/13 ワクチンと予防接種のための世界同盟（GAVI）増資会

合出席（6/13）
6/13	 ブラウン外務閣外相と会談

往 正仁親王同妃両殿下 7/6～7/13 「高松宮殿下記念世界文化賞」関係行事御出席（7/11
～7/12）

往 自見郵政改革担当兼内
閣府特命担当（金融）
大臣

10/5～10/7 10/6	 キング・イングランド銀行総裁と会談
10/6	 ホバーン金融担当財務閣外相と会談

往 彬子女王殿下 11/5～11/24 御出張（御勤務先（立命館大学衣笠総合研究機構）の
御用務）

往 山根外務副大臣 11/1～11/2 サイバー空間に関するロンドン会議出席（11/1）
来 ミッチェル国際開発相 12/2～12/4 12/2	 玄葉外務大臣と会談

エストニア 往 伴野外務副大臣 5/6～5/7 5/6	 アンシプ首相に表敬
5/6	 パエト外相と会談

往 彬子女王殿下 8/23～8/28 ヨーロッパ日本研究協会主催国際会議御出席（御勤務
先（立命館大学衣笠総合研究機構）の御用務として御
参加）（8/23～8/28）

来 エルグマ国会議長 10/2～10/8 10/3	 山根外務副大臣と会談
10/3	 横路衆議院議長と会談

オーストリア 往 海江田経済産業大臣 6/20～6/21 原子力安全に関するIAEA閣僚会議出席（6/20～6/21）
往 山花外務大臣政務官 6/20～6/21 原子力安全に関するIAEA閣僚会議出席（6/20～6/21）
往 衆議院チェルノブイリ
原子力発電所事故等調
査議員団（小平衆議院
議院運営委員長ほか）

10/8～10/10 10/10	 ノイゲバウアー国民議会第二議長と会談

オランダ 往 伴野外務副大臣 1/20～1/21 1/20	 ローゼンタール外相と会談
1/20	 クナーペン副外相と会談

来 ローゼンタール外相 10/17～10/19 東日本大震災被災地（宮城県仙台市）訪問（10/18）
10/17	 玄葉外務大臣と会談

コソボ 来 ホジャイ外相 12/5～12/7 12/5	 玄葉外務大臣と会談
スイス 往 菅総理大臣 1/28～1/30 世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）

出席）（1/28～1/29）
往 海江田経済産業大臣 1/28～1/29 WTO非公式閣僚会合出席（1/29）
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
往 山花外務大臣政務官 2/28～3/2 第16回国連人権理事会ハイレベルセグメント出席（3/1）

軍縮会議（CD）公式本会議出席（3/1）
3/1	 ガルソン・コロンビア副大統領と会談
3/1	 ラッド・オーストラリア外相と会談
3/1	 カシット・タイ外相と会談
3/1	 ローゼンタール・オランダ外相と会談
3/1	 ヌネス・ブラ実人権庁長官と会談
3/1	 グレーテス国連難民高等弁務官と会談
3/1	 ピレー国連人権高等弁務官と会談
3/1	 カザチュキン世界エイズ・結核・マラリア対

策基金（世界基金）事務局長と会談
往 山花外務大臣政務官 7/5 国連経済社会理事会閣僚会合出席（7/5）

7/5	 ナヒド・バングラデシュ教育相と会談
7/5	 ソイザ・スリランカ副教育相と会談
7/5	 ズグジム＝バルキ・トーゴ初等教育担当相と会談
7/5	 シセ・ギニア副国際協力相と会談

往 髙橋外務副大臣 7/17～7/19 第3回WTO「貿易のための援助（AfT）」グローバル・
レビュー閣僚級会合出席（7/18～7/19）
7/18	 ラミーWTO事務局長と会談

往 横路衆議院議長 10/16～10/19 第125回列国議会同盟（IPU）出席（10/16～10/19）
10/18	 ベロビッチ・ボスニア・ヘルツェゴビナ下院

議長と会談
往 枝野経済産業大臣 12/14～12/16 第8回WTO定例閣僚会議出席（12/15～12/17）
往 中野外務大臣政務官 12/14～12/17 WTO政府調達（GPA）改正交渉関係閣僚会合出席

（12/15）
第8回WTO閣僚会議出席（12/15～12/17）
12/15	 ラミーWTO事務局長と会談
12/15	 ピレー国連人権高等弁務官と会談
12/15	 デ・グスト欧州委員及びバルニエ欧州委員と

会談
12/16	 ファスト・カナダ貿易相と会談
12/16	 シルバ・ペルー通商観光相と会談
12/16	 プンステル・チリ副外務省貿易担当相と会談
12/17	 エマーソン・オーストラリア貿易相と会談

スウェーデン 往 彬子女王殿下 8/20～8/29 御出張（御勤務先（立命館大学衣笠総合研究機構）の
御用務）

スロバキア 往 浜田外務大臣政務官 12/18～12/20 12/19	 シェベイ国会外交委員長兼友好議連会長と会談
12/19	 イエジョヴィツア副外相と会談

セルビア 来 タディッチ大統領 3/7～3/10 公式実務訪問賓客
3/8	 横路衆議院議長と会談
3/8	 菅総理大臣と会談
3/9	 天皇陛下と御会見・宮中午餐

来 イェレミッチ外相 3/8～3/10 タディッチ大統領に同行
3/8	 伴野外務副大臣と会談

来 デヤノビッチ議会議長 11/27～11/30 衆議院議長招待
11/28	 横路衆議院議長と会談
11/28	 平田参議院議長と会談

チェコ 来 シュワルツェンベルグ
第一副首相兼外相

10/6～10/8 外務省賓客
10/7	 皇太子殿下と御接見
10/7	 横路衆議院議長に表敬
10/7	 玄葉外務大臣と会談

往 山根外務副大臣 12/22～12/23 ハヴェル前チェコ大統領の国葬に列席（12/23）
デンマーク 来 フレデリック皇太子殿

下
6/13～6/16 6/13	 天皇皇后両陛下に謁見・御夕餐

6/13	 皇太子殿下と御接見
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
来 ヨアキム王子同妃両殿
下

10/30～11/5 11/4	 皇后陛下に謁見・お茶

ドイツ 往 伴野副大臣 1/19～1/20 日独交流150周年オープニング式典出席（1/19）
1/19	 ホイヤー外務省国務相と会談

往 松本外務副大臣 2/4～2/6 第47回ミュンヘン安全保障会議出席（2/4～2/6）
ヤングリーダーズ会合（ゲルバー財団主催）出席（2/5）
2/5	 メノン・インド国家安全保障顧問と会談
2/5	 ホイヤー外務省国務相と会談
2/6	 テオ・チーヒン・シンガポール副首相兼国防

相と会談
2/6	 ルジェロ米国アフガニスタン・パキスタン担当

特使と会談
来 ヴェスタヴェーレ外相
兼副首相

4/2 4/2	 松本外務大臣と会談

往 松本外務大臣 4/30 軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）第2回外相会合
出席（4/30）
4/30	 アブダッラー・アラブ首長国連邦外相と会談
4/30	 ヴェスターヴェレ外相兼副首相と会談
4/30	 ラッド・オーストラリア外相と会談

往 皇太子殿下 6/21～6/25 6/22	 ヴルフ大統領と御接見
6/23	 ラマート連邦議会議長と御接見
6/23	 メルケル首相と御接見

往 自見郵政改革担当・内
閣府特命担当（金融）
大臣

10/3～10/5 10/4	 クルト連邦ネットワーク庁長官と会談

来 ヴルフ大統領 10/23～10/28 公式実務訪問賓客
東日本大震災被災地（福島県いわき市）訪問（10/25）
10/23	 皇太子殿下と御接見
10/24	 天皇陛下と御会見・宮中午餐
10/24	 野田総理大臣と会談

往 中野外務大臣政務官 12/4～12/5 アフガニスタンに関するボン国際会議出席（12/5）
12/5	 ナイズ米国国務副長官と会談
12/5	 スカイスギリーテ＝リャウシキエネ・リトアニ

ア副外務相と会談
ハンガリー 往 松本外務大臣 6/5～6/7 アジア欧州連合（ASEM）第10回外相会合出席（6/6）

ヴィシェグラード4か国（V4）+日本外相会合出席（6/6）
6/6	 ロサリオ・フィリピン外相と会談
6/6	 クリシュナ・インド外相と会談
6/6	 ワナ・マウン・ルイン・ミャンマー外相と会談
6/6	 シャンガム・シンガポール外相と会談
6/6	 マルトニ外相と会談

フィンランド 来 ストゥブ欧州・外国貿
易相

11/28～12/1 11/29	 玄葉外務大臣と会談

フランス 往 菊田外務大臣政務官 1/7～1/8 立ち寄り（パリ日本文化会館視察（1/7））
往 自見郵政改革担当兼内
閣府特命担当（金融）
大臣

1/9～1/11 政府関係者と意見交換

往 松本外務大臣 3/14～3/15 G8外相会合出席（3/14～3/15）
3/14	 ラヴロフ・ロシア外相と会談
3/15	 ヘーグ英国外相と会談
3/15	 クリントン米国国務長官と会談
3/15	 アシュトンEU外交・安全保障政策上級代表と

会談
3/15	 ジュペ外務・欧州問題相と会談

来 サルコジ大統領 3/31 3/31	 菅総理大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
往 菅総理大臣 5/24～5/29 経済協力開発機構（OECD）閣僚理事会（OECD設立

50周年記念行事）出席（5/25～5/26）
G8ドーヴィル・サミット出席（5/26～5/27）
5/25	 サルコジ大統領と会談
5/25	 フィヨン首相と会談
5/25	 オルバーン・ハンガリー首相と会談
5/26	 ハーパー・カナダ首相と会談
5/27	 オバマ米国大統領と会談
5/27	 メルケル・ドイツ首相と会談
5/27	 キャメロン英国首相と会談
5/27	 メドヴェージェフ・ロシア大統領と会談

往 伴野外務副大臣 5/25～5/26 OECD閣僚理事会出席（5/25～5/26）
WTO非公式閣僚会合出席（5/26）
5/26	 パンゲストゥ・インドネシア商業相と会談

往 高橋外務副大臣 6/27 政府関係者との意見交換
往 山花外務大臣政務官 7/4 議会関係者との意見交換
往 横路衆議院議長 9/8～9/10 G8下院議長会議出席（9/8～9/10）
往 安住財務大臣 9/9 G7財務相・中央銀行総裁会議出席（9/9）
来 アコワイエ国民議会議
長

9/12～9/15 東日本大震災被災地（宮城県仙台市）訪問（9/14）
9/12	 野田総理大臣と会談
9/13	 横路衆議院議長と会談

往 枝野経済産業大臣 10/18～10/19 第23回国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事会出席
（10/18～10/19）
10/18	 チュー米国エネルギー長官と会談
10/18	 エッティンガー欧州委員（エネルギー担当）と会談
10/18	 パブラク・ポーランド副首相兼経済相と会談
10/18	 ベッソン産業・エネルギー・デジタル経済相

と会談
往 中野外務大臣政務官 10/18～10/20 第23回IEA閣僚理事会出席（10/18～10/19）

10/18	 グリアOECD事務総長と会談
10/18	 呉

ご

貴
き

輝
き

中国国家能源局総工程師との会談
来 フィヨン首相 10/22～10/23 実務訪問賓客

東日本大震災被災地（宮城県石巻市）訪問（10/22）
10/23	 野田総理大臣と会談

往 野田総理大臣 11/3～11/4 G20カンヌ・サミット出席（11/3～11/4）
11/3	 胡錦濤中国国家主席と会談
11/3	 キャメロン英国首相と会談
11/3	 ファン＝ロンパイ欧州理事会議長及びバロー

ゾ欧州委員会委員長と会談
11/3	 エルドアン・トルコ首相と会談
11/4	 メルケル・ドイツ首相と会談

往 安住財務大臣 11/3～11/4 野田総理大臣に同行
11/3	 野田総理大臣と胡錦濤中国国家主席の会談に

同席
11/3	 野田総理大臣とキャメロン英国首相の会談に

同席
11/3	 野田総理大臣とファン＝ロンパイ欧州議会議長

及びバローゾ欧州委員会委員長の会談に同席
11/4	 野田総理大臣とメルケル・ドイツ首相の会談

に同席
ブルガリア 来 ボリソフ首相 1/22～1/26 実務訪問賓客

1/24	 皇太子殿下と御接見
1/24	 菅総理大臣と会談
1/25	 横路衆議院議長と会談
1/25	 西岡参議院議長と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
来 ムラデノフ外相 1/22～1/26 ボリソフ首相に同行

1/25	 前原外務大臣と会談
ベルギー 往 自見郵政改革担当兼内

閣府特命担当（金融）
大臣

1/11～1/12 政府関係者との意見交換

往 松本外務大臣 5/2～5/3 日EU経済閣僚会合出席（5/2）
5/2	 レテルメ首相に表敬
5/3	 ラスムセン北大西洋条約機構（NATO）事務

総長と会談
5/2	 デ・ヒュフト貿易担当欧州委員と会談
5/2	 バローゾ欧州委員会委員長に表敬
5/2	 ダッリ保健・消費者政策担当欧州委員と会談
5/3	 バルニエ域内市場・サービス担当欧州委員と会談

往 菅総理大臣 5/27～5/28 5/28	 ファン＝ロンパイ欧州理事会議長及びバロー
ゾ欧州委員会委員長と会談（第20回日EU定
期首脳協議）

ポーランド 往 伴野外務副大臣 5/8～5/9 5/9	 シコルスキ外相と会談
5/9	 ドヴギェレヴィッチ副外相と会談

マケドニア旧
ユーゴスラビア
共和国

来 ミロショスキー外相 4/26～4/28 4/27	 松本外務大臣と会談
来 グルエフスキー首相及
び同令夫人

11/29～12/3 実務訪問賓客
11/30	 皇太子殿下と御接見
11/30	 野田総理大臣と会談

リトアニア 往 伴野外務副大臣 5/7～5/8 5/7	 セクモカス・エネルギー相と会談
5/7	 スカイギリーテ＝リャウシキエネ副外相と会談

来 ディグティエネ国会議
長

10/4～10/10 閣僚級招へい
10/6	 横路衆議院議長と会談

ルクセンブルク 来 アッセルボルン副首相
兼外相

4/19～4/21 4/19	 松本外務大臣と会談

来 ギヨーム皇太子殿下 5/14～5/18 実務訪問賓客
5/17	 天皇皇后両陛下に謁見・御昼餐
5/17	 皇太子殿下と御接見

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス
アゼルバイジャ
ン

往 徳永外務大臣政務官 5/5～5/7 5/6	 シャリホフ副首相と会談
5/6	 メメディヤロフ外相と会談

アルメニア 往 徳永外務大臣政務官 5/4～5/5 5/4	 ナルバンジャン外相と会談
5/4	 サルグシャン大統領に表敬

ウズベキスタン 来 カリモフ大統領及び同
令夫人

2/8～2/10 公式実務訪問賓客
2/9	 天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐
2/9	 前原外務大臣による表敬
2/9	 菅総理大臣と会談
2/10	 横路衆議院議長と会談
2/10	 西岡参議院議長と会談

キルギス 来 ババノフ第一副首相 7/29～8/3 「アジア2050」ランチセミナー（アジア開発銀行（ADB）
主催）出席（8/1～8/2）
8/1	 松本外務大臣と会談

ロシア 往 前原外務大臣 2/11～2/12 貿易経済に関する日露政府間委員会第9回会合出席（2/11）
2/11	 ラヴロフ外相と会談
2/12	 ナルィシュキン大統領府長官と会談

往 伴野外務副大臣 5/5 5/5	 ボロダフキン外務次官と会談
往 伴野外務副大臣 5/10 サンクトペテルブルク国立大学における講演（5/10）
来 ナルィシュキン大統領
府長官

7/4～7/5 7/4	 菅総理大臣に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
来 フリステンコ産業貿易
相

10/23～10/25 貿易経済日露政府間委員会共同議長間会合出席
（10/24）

（6）中東と北アフリカ
アラブ首長国連
邦

往 大畠経済産業大臣 1/11～1/12 1/11	 ガルガーシュ外務担当国務相と会談
1/11	 ナーセル・アブダビ経済開発庁長官と会談
	 →事務レベルであれば落とす
1/12	 ムハンマド・アブダビ皇太子殿下に謁見

往 山花外務大臣政務官 4/4～4/5 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）第1回総会出
席（4/4～4/5）
4/4	 トゥイバカノ・トンガ首相と会談

往 枝野経済産業大臣 10/9～10/10 10/9	 マンスール副首相兼大統領官房相と会談
10/9	 ダーヒリ・アブダビ最高石油評議会事務局長

と会談
10/9	 ハルドゥーン・アブダビ執行関係庁長官と会談

イスラエル及び
パレスチナ自治
区

往 伴野外務副大臣 6/11～6/13 「平和と繁栄の回廊」構想案件視察（6/12）
6/12	 アヤロン・イスラエル副外相と会談
6/12	 マーリキ・パレスチナ外務庁長官と会談

イラク 往 大畠経済産業大臣 1/10 1/10	 シャハリスターニ副首相と会談
1/10	 ルアイビ石油相と会談
1/10	 ガドバーン首相顧問会議議長と会談

来 マーリキー首相 11/20～11/23 実務訪問賓客
11/22	 野田総理大臣と会談
11/22	 玄葉外務大臣による表敬

エジプト 往 徳永外務大臣政務官 5/7～5/8 5/7	 ムーサ・アラブ連盟事務総長と会談
オマーン 往 徳永外務大臣政務官 1/10～1/11 1/10	 バドル外務事務総長と会談

1/10	 ザワウィ外交担当国王特別顧問と会談
カタール 往 徳永外務大臣政務官 1/13 拡大中東・北アフリカ構想（BMENA）「未来のための

フォーラム」第7回閣僚級会合出席（1/13）
1/13	 マフムード外務担当国務相と会談
1/13	 アリ・スーダン外務担当国務相と会談

来 アティーヤ国際協力担
当国務相

4/26～4/28 東日本大震災支援（1億米ドル）伝達のため
4/27	 松本外務大臣と会談

来 アティーヤ国際協力担
当国務相

5/31～6/4 MDGsフォローアップ会合出席（5/31～6/4）

往 徳永外務大臣政務官 7/16～7/17 7/17	 タミーム皇太子殿下に謁見
来 アティーヤ副首相兼首
長府長官

10/3～10/7 日・カタール合同経済委員会出席（10/4）

来 アル・サダ・エネル
ギー工業相

10/3～10/7 アティーヤ副首相兼首長府長官に同行

クウェート 往 菊田外務大臣政務官
（総理大臣特使）

2/26 クウェート独立50周年、解放20周年及びサバーハ首
長即位5周年記念行事出席（2/26）
2/26	 ナッワーフ皇太子に謁見
2/26	 サーレム首相顧問と会談
2/26	 アル・アーニー・イラク大統領府長官と会談

往 浜田外務大臣政務官 10/9～10/11 第10回アジア協力対話（ACD）外相会合出席（10/10
～10/11）
10/9	 ザリフィ・タジキスタン外相と会談
10/11	 サバーハ首長に表敬
10/11	 ロサリオ・フィリピン外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
往 中野外務大臣政務官 11/20～11/23 BMENA「未来のためのフォーラム」第8回閣僚級会合

出席（11/21～11/22）
11/21	 サバーハ首長に表敬
11/21	 ブクラミ・アルジェリア統計担当相と会談
11/22	 サバーハ・アル・ハーリド副首相兼外相と会談
11/22	 ソウンダール・デンマーク外相と会談

来 アファスィ副首相兼法務
相兼社会問題・労働相

12/4～12/7 第15回ILOアジア太平洋地域会議出席（12/4～12/7）

サウジアラビア 往 大畠経済産業大臣 1/7～1/9 1/8	 ゴサイビ経済企画相と会談
1/8	 アリレザ商工相と会談
1/9	 ナイミ石油鉱物資源相と会談
1/9	 ホサイン水電力相と会談

往 伴野外務副大臣 2/22 国際エネルギー・フォーラム（IEF）20周年記念特別閣
僚級会合出席（2/22）
2/22	 ナイミ石油・鉱物資源相と会談
2/22	 ポネマン米国エネルギー副長官と会談
2/22	 ヘンドリー英国エネルギー・気候変動相（閣

外相）と会談
2/22	 アル・サダ・カタール・エネルギー・工業相と会談
2/22	 レッディ・インド石油天然ガス相と会談

往 徳永外務大臣政務官
（総理大臣特使）

4/13 第26回伝統と文化の国民祭典（ジャナドリア祭）開会
式出席（4/13）
4/13	 アブドッラー国王に謁見
4/13	 マダニ外務担当国務相と会談

往 枝野経済産業大臣 10/9～10/10 10/10	 ゴサイビ経済企画相と会談
10/10	 ナイミ石油鉱物資源相と会談
10/10	 アリレザ商工相と会談

往 皇太子殿下 10/26 スルタン皇太子殿下の薨去に伴う御弔問（10/26）
10/26	 サルマン殿下（国王名代）と御接見
10/26	 フェリペ・スペイン皇太子殿下と御接見
10/26	 カール・フィリップ・スウェーデン王子殿下と

御接見
往 鳩山元総理大臣
（政府特派大使）

10/26 スルタン皇太子殿下の薨
こ う

去
き ょ

に伴う弔問（10/26）

来 マダニ外務担当国務相 11/27～11/30 第1回日・サウジアラビア外務省間政策協議出席（11/29）
11/28	 横路衆議院議長に表敬
11/30	 玄葉外務大臣と会談

シリア 来 シャアバーン大統領補
佐官

1/13～1/18 1/18	 前原外務大臣と会談

チュニジア 来 ケフィ外相 5/21～5/24 5/23	 松本外務大臣と会談
往 浜田外務大臣政務官 10/22～10/23 チュニジア制憲国民議会選挙日本監視団長

10/22	 ベルハジ首相府付相と会談
トルコ 往 徳永外務大臣政務官 7/14～7/16 第4回リビア・コンタクト・グループ会合出席（7/15）

宗教的寛容に関する閣僚会合出席（7/15）
7/15	 ジブリール・リビア暫定国民評議会執行委員

会委員長と会談
往 山根外務副大臣 11/2～11/3 11/2	 ダーヴトオール外相と会談
来 ババジャン副首相 12/4～12/7 日経経済フォーラム（日本経済新聞社主催）出席（12/5）

12/5	 玄葉外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
ヨルダン 往 徳永外務大臣政務官 1/11～1/12 無償資金協力案件に係る交換公文署名式出席（1/12）

1/12	 リファーイ首相に表敬
1/12	 ジュデ外相と会談
1/12	 ハッサン計画・国際協力相と会談

来 ハッサン計画・国際協
力相

6/8～6/10 6/9	 松本外務大臣と会談

来 ミルアド王子
（国家地雷除去復興委
員会総裁）

10/23～10/30 戦略的実務者招へい
10/25	 中野外務大臣政務官と会談

（7）アフリカ
アンゴラ 来 シコティ外相 2/20～2/23 外務省賓客

2/21	 前原外務大臣と会談
エチオピア 往 松本外務副大臣 1/25 1/25	 ピン・アフリカ連合（AU）委員会委員長と会

談（日・AUハイレベル政策協議）
往 松本外務副大臣 1/27～1/28 第18回AU閣僚執行理事会出席（1/27）

1/27	 ハイレマリアム副首相兼外相と会談
1/27	 カク・ジェルヴェ・コートジボワール外相と会談
1/27	 オイヌ・トーゴ外務・協力相と会談
1/27	 メンベ・タンザニア外務・国際協力相と会談
1/27	 エウスタキオ赤道ギニア外務・国際協力・仏

語圏相と会談
1/28	 ドラミニ・スワジランド外務・国際協力相と会談
1/28	 ハサン・アリー・スーダン外務担当国務相と

の会談
1/28	 オマール・ソマリア暫定政府「外相」と会談
1/28	 パンデ・ザンビア外相と会談
1/28	 ニョン・セネガル外相と会談
1/28	 ムシキワボ・ルワンダ外務・協力相と会談
1/28	 クーサー・リビア対外連絡・国際協力担当書

記と会談
1/29	 サイトティ・ケニア国内治安・州行政相（外

相代行）と会談
来 ハイレマリアム副首相
兼外相

12/1～12/5 外務省賓客
技術協力協定署名式出席（12/1）
12/1	 玄葉外務大臣と会談

ケニア 来 ムダバディ副首相兼地
方自治相

10/1～10/8 閣僚級招へい
10/1	 玄葉外務大臣と会談

往 山根外務副大臣 10/11～10/13 アフリカ貿易・投資促進官民合同ミッション
10/12	 キムニャ運輸相と会談
10/12	 ウェタングラ外相と会談
10/12	 ムダバディ副首相兼地方自治相と会談
10/12	 ムルンギ・エネルギー相と会談
10/12	 ケネス副計画相と会談

来 ケネス副計画・国家開
発・ビジョン2030相

11/14～11/21 外務省賓客
11/14	 山根外務副大臣と会談

コンゴ共和国 来 バシル・イクエベ外相 5/30～6/3 MDGsフォローアップ会合出席（6/2～6/3）
ジブチ 往 松本外務副大臣 1/25～1/26 自衛隊派遣海賊対処行動部隊及び施設の視察（1/26）

一般無償資金協力案件視察（1/26）
1/26	 ユスフ外務・国際協力相と会談
1/27	 ゲレ大統領に表敬

スーダン 往 菊田外務大臣政務官 7/9～7/10 7/10	 アルディゲイル国際協力相と会談
7/10	 ケルティ外相と会談

往 山根外務副大臣 10/9～10/10 アフリカ貿易・投資促進官民合同ミッション
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赤道ギニア 往 高橋外務副大臣 6/25～6/26 第19回AU閣僚執行理事会出席（6/26）

6/25	 ミチャ・オンド・ビレ外務・国際協力・仏語圏
相と会談

6/25	 ピンAU委員会委員長と会談
6/26	 メサヘル・アルジェリア外相付マグレブ・アフ

リカ特命相と会談
6/26	 トゥンギ・ガボン外務・国際協力・仏語圏相

と会談
6/26	 ハイレマリアム・エチオピア副首相兼外相と会談
6/26	 マッキントッシュ・リベリア外相と会談
6/26	 ブーレル・モーリシャス外務・地域統合・国

際貿易相と会談
6/26	 オマール・ソマリア暫定政府「外相」と会談
6/26	 ラマ・ギニア外相と会談
6/26	 ダウダ・シエラレオネ外務・国際協力相と会談
6/26	 ユスフ・ジブチ外務・国際協力相と会談

セネガル 往 菊田外務大臣政務官 1/10 1/10	 ファラ保健・予防相と会談
1/10	 ニョン外相と会談

往 松本外務大臣 5/1 第3回アフリカ開発会議（TICAD）閣僚級フォローアッ
プ会合出席（5/1）
日・セネガル技術協力協定署名式出席（5/1）
5/1	 ワッド大統領に表敬
5/1	 スケレマニ・ボツワナ外務・国際協力相と会談
5/1	 ムムニ・ガーナ外務・地域統合相と会談
5/1	 ムウェンチャAU委員会副委員長と会談
5/1	 オイヌ・トーゴ外務・協力相と会談
5/1	 ツェコア・レソト外相と会談
5/1	 ニョン外相と会談

往 高橋外務副大臣 4/30～5/2 第3回TICAD閣僚級フォローアップ会合出席（5/1～5/2）
4/30	 バズム・ニジェール外務協力・アフリカ統合・

在外自国民相と会談
5/1	 松本外務大臣のワッド大統領への表敬に同行
5/1	 タンガラ・ガンビア外務・国際協力・在外ガ

ンビア人相と会談
5/1	 イクエベ・コンゴ共和国外務・協力相と会談
5/1	 ハマディ・モーリタニア外務・協力相と会談
5/1	 オケロ・ウガンダ国際関係国務相と会談
5/1	 ゴドングワナ・南アフリカ副経済開発相と会談
5/1	 オスマン・エリトリア外相と会談
5/1	 ボルジェス・カーボヴェルデ対外関係相と会談
5/1	 エウズ・ベナン外務・アフリカ統合・仏語圏・

在外ベナン人相と会談
5/1	 松本外務大臣とニョン・セネガル外相との会

談に同席
トーゴ 来 ニャシンベ大統領 6/7～6/11 6/9	 菅総理大臣と会談

来 オイヌ国務大臣・外
務・協力相

6/7～6/11 ニャシンベ大統領に同行
経済協力案件に関する署名式（交換公文）出席（6/9）
6/9	 菅総理大臣とニャシンベ大統領との会談に同席

ブルキナファソ 来 カボレ国民議会議長 1/19～1/23 オピニオンリーダー招待
1/19	 横路衆議院議長と会談
1/19	 西岡参議院議長と会談

ボツワナ 来 ナシャ国民議会議長 1/23～1/29 参議院議長招待
1/24	 西岡参議院議長と会談
1/25	 横路衆議院議長と会談

マラウィ 来 カンドド財務相 1/16～1/23 オピニオンリーダー招待
1/18	 松本外務副大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
マリ 往 菊田外務大臣政務官 1/11～1/12 1/11	 ウアンヌ外相と会談

1/11	 トラオレ鉱山相と会談
1/12	 トゥーレ大統領に表敬
1/12	 シディベ首相に表敬

南アフリカ 来 シスル国民議会議長 1/19～1/24 衆議院議長招待
1/20	 横路衆議院議長と会談

来 マブダファシ副水・環
境相

2/12～2/18 21世紀パートナーシップ促進招へい
2/15	 山花外務大臣政務官と会談

来 マシャバネ国際関係・
協力相

6/1～6/3 MDGsフォローアップ会合出席（6/2～6/3）
6/2	 菅総理大臣に表敬
6/2	 松本外務大臣と会談

来 シスル国民議会議長 11/12～11/16 衆議院議長招待
11/14	 横路衆議院議長と会談

往 細野環境大臣 12/5～12/10 国連気候変動枠組条約第17回締約国会議（COP17）
出席（12/5～12/10）
京都議定書第7回締約国会合（CMP7）出席（12/5～
12/10）
12/5	 コンベ・オーストラリア気候変動担当相と会談
12/6	 モレワ環境相と会談
12/6	 ベドリツキー・ロシア気候変動問題担当大統

領顧問と会談
12/7	 ミアダーティー・カタール環境相と会談
12/7	 解振華中国国家発展改革委員会副主任と会談
12/8	 エルビラ・メキシコ環境天然資源相と会談
12/9	 ナタラジャン・インド環境森林相と会談
12/9	 ヒューン英国エネルギー・気候変動相と会談

往 中野外務大臣政務官 12/6～12/10 COP17出席（12/6～12/10）
CMP出席（12/6～12/10）
12/7	 ウィトラール・インドネシア気候変動特使兼国

家気候変動評議会執行議長と会談
12/8	 フッド・グレナダ外相と会談

南スーダン 往 菊田外務大臣政務官 7/8～7/9 南スーダン共和国独立式典出席（7/9）
南スーダン共和国との外交関係開設（7/9）
7/8	 アロル南部スーダン政府地域協力相（7/9独立

時に外務・国際協力相に就任）と会談
往 山根外務副大臣 10/10～10/11 アフリカ貿易・投資促進官民合同ミッション

10/10	 ディエウ石油鉱業相と会談
10/10	 ディイング商業産業投資相と会談
10/11	 アロル外務・国際協力相と会談
10/11	 キール大統領に表敬
10/11	 アロル内閣担当相と会談
10/11	 ロウィラ大統領府担当相と会談
10/11	 ワコソン副外務・国際協力相と会談

モーリタニア 往 菊田外務大臣政務官 1/9 1/9	 ムクナス外務・国際協力相と会談
1/9	 アブデル・アジス大統領に表敬

来 ハマディ外務・協力相 11/7～11/9 外務省賓客
11/8	 玄葉外務大臣と会談

ルワンダ 来 ムシキワボ外務・協力
相

6/1～6/4 MDGsフォローアップ会合出席（6/2～6/3）
6/1	 高橋外務副大臣と会談

（8）国際機関
アラブ労働機構
（ALO）

来 ルクマン事務局長 12/3～12/10 第15回ILOアジア太平洋地域会議出席（12/4～12/7）

イーター（ITER）
機構

来 本島機構長 6/11～6/22 第8回イーター（ITER）理事会出席（6/14～6/15）
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
来 本島機構長 10/2～10/5 第8回科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム

（STSフォーラム）年次総会出席（10/3）
10/4	 野田総理大臣に表敬

来 本島機構長 11/19～11/29 プラズマカンファレンス出席（11/22）
衆議院・科学技術イノベーション推進特別委員会出席
（11/24）

欧州連合（EU） 来 アシュトンEU外務・
安全保障政策上級代表

11/1～11/4 東日本大震災被災地（宮城県仙台市、宮城郡及び東松
島市）訪問（11/3）
11/2	 玄葉外務大臣と会談（日EU外相協議）

気候変動枠組条
約（UNFCCC）

来 フィゲレス事務局長 2/28～3/3 第9回「気候変動に対する更なる行動」に関する非公
式会合出席（3/3）

経済協力開発機
構（OECD）

来 グリア事務総長 4/20～4/24 4/21	 松本外務大臣に表敬
4/22	 菅総理大臣に表敬

国際移住機関
（IOM）

来 スウィング事務局長 2/16～2/20 外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ
（外務省・上智大学・新宿区・国際移住機関（IOM）共
催）出席（2/17）
2/18	 伴野副大臣に表敬

国際エネルギー
機関（IEA）

来 田中事務局長 1/5 1/5	 前原外務大臣に表敬
来 ファン・デル・フー
フェン事務局長

9/22 9/22	 中野外務大臣政務官に表敬

来 ファン・デル・フー
フェン事務局長

11/16～11/17 総合資源エネルギー調査会基本問題委員会出席（11/16
～11/17）
11/16	 中野外務大臣政務官に表敬

国際海洋法裁判
所（ITLOS）

来 柳井国際海洋法裁判所
所長

12/25～1/15 1/11	 前原外務大臣に表敬

来 柳井国際海洋法裁判所
所長

11/6～11/20 11/18	 玄葉外務大臣に表敬

国際家族計画連
盟（IPPF）

来 グリア事務局長 5/30～6/4 5/30	 山花外務大臣政務官に表敬

来 メレッセ事務局長 11/6～11/10 11/8	 加藤外務大臣政務官に表敬
国際原子力機関
（IAEA）

来 天野事務局長 3/18～3/19 3/18	 松本外務大臣に表敬
3/18	 菅総理大臣に表敬

来 天野事務局長 7/24～7/30 東京電力福島第一原子力発電所視察（7/25）
第23回国連軍縮会議in松本出席（7/27）
7/26	 菅総理大臣に表敬
7/26	 松本外務大臣に表敬
7/28	 西岡参議院議長に表敬

来 天野事務局長 10/1～10/3 第8回STSフォーラム出席（10/1～10/2）
来 天野事務局長 12/18～1/11 12/20	 野田総理大臣に表敬

12/28	 玄葉外務大臣に表敬
国際再生可能エ
ネルギー機関
（IRENA）

来 アミン暫定事務局長代
行

2/8～2/10 外務省高級実務者招へい
国際ワークショップ「再生可能エネルギーの利用の促進
に向けて：IRENAへの期待」出席（2/10）
2/10	 山花外務大臣政務官と会談

来 アミン事務局長 10/13～10/15 地球環境行動会議（GEA）国際会議出席（10/14）
10/14	 皇太子殿下と御接見

国際労働機構
（ILO）

来 ソマビア事務局長 12/1～12/6 第15回ILOアジア太平洋地域会議出席（12/4～12/7）
12/4	 野田総理大臣に表敬

国連 来 潘基文国連事務総長 8/7～8/9 外務省賓客
東日本大震災被災地（福島県福島市及び相馬市）訪問
（8/7～8/8）
8/8	 菅総理大臣に表敬
8/8	 松本外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 主な往来目的・主要日程
来 ナスル第66回国連総
会議長

11/12～11/16 外務省賓客
11/15	 横路衆議院議長に表敬
11/15	 玄葉外務大臣と会談

国連アジア太平
洋経済社会委員
会（ESCAP）

来 ヘイザー事務局長 9/26～9/30 9/27	 山根外務副大臣に表敬

国連開発計画
（UNDP）

来 クラーク総裁 6/1～6/3 MDGsフォローアップ会合出席（6/2～6/3）
6/2	 菅前総理大臣に表敬
6/2	 松本外務大臣に表敬

来 クラーク総裁 12/1～12/3 12/2	 野田総理大臣に表敬
12/2	 玄葉外務大臣に表敬

国連環境計画
（UNEP）

来 シュタイナー事務局長 10/13 10/13	 加藤外務大臣政務官に表敬

国連気候変動枠
組条約事務局長

来 フィゲレス事務局長 2/28～3/3 21世紀パートナーシップ促進招へい
2/28	 伴野副大臣に表敬

国連工業開発機
関（UNIDO）

来 ユムケラー事務局長 8/22～8/25 8/24	 伴野外務副大臣に表敬
来 ユムケラー事務局長 11/11～11/17 11/16	 山根外務副大臣に表敬

国連児童基金
（ユニセフ）

来 レーク事務局長 6/1～6/5 MDGsフォローアップ会合出席（6/2～6/3）
6/2	 菅総理大臣に表敬

国連人口基金
（UNFPA）

来 オショティメイン事務
局長

4/24～4/27 4/26	 松本外務大臣に表敬

国連難民高等弁
務 官 事 務 所
（UNHCR）

来 グテーレス国連難民高
等弁務官

11/16～11/18 11/18	 玄葉外務大臣に表敬

国連パレスチナ
難民救済事業機
関（UNRWA）

来 グランディ事務局長 8/25～8/31 「激変する中東情勢とパレスチナ難民―UNRWAと日本
の役割」（シンポジウム）出席（8/29）
8/25	 松本外務大臣に表敬

世界エイズ・結
核・マラリア対策
基金（世界基金）

来 カザチュキン事務局長 6/1～6/5 MDGsフォローアップ会合出席（6/2～6/3）
6/3	 伴野外務副大臣に表敬

世界観光機関
（UNWTO）

来 リファイ事務局長 10/3～10/6 東日本大震災・観光復興国際シンポジウム出席（10/5）
10/4	 野田総理大臣に表敬

ファスト・トラッ
ク・イニシアティ
ブ（FTI）

来 ベラミー理事会議長 6/1～6/4 MDGsフォローアップ会合出席（6/2～6/3）
6/3	 山花外務大臣政務官に表敬

東南アジア諸国
連合（ASEAN）

来 スリン事務総長 5/25～5/27 第17回国際交流会議「アジアの未来」（日本経済新聞社
主催）出席（5/26）

来 スリン事務総長 6/4～6/5 ASEAN青年親善キャラバン出席（6/4～6/5）
来 スリン事務総長 9/13～9/15 「ASEAN連結性の強化と日・ASEANの互恵関係の深

化」（ASEAN事務局・経団連・JICA共催シンポジウム）
出席（9/13）

来 スリン事務総長 12/5～12/7 第15回ILOアジア太平洋地域会議出席（12/4～12/7）
米州開発銀行
（IDB）

来 モレノ総裁 1/13～1/16 1/14	 政府関係者と意見交換

来 モレノ総裁 10/22～10/24 10/24	 野田総理大臣に表敬
民主主義・経済
発展のための機
構（GUAM）

来 チェチェラシビリ事務
局長

10/28～11/1 10/31	 浜田外務大臣政務官に表敬

ワクチンと予防
接種のための世
界 同盟（GAVI	
アライアンス）

来 エバンズ暫定事務局長 6/1～6/4 6/2	 伴野外務副大臣に表敬
来 バークレー事務局長 12/1～12/3 12/2	 玄葉外務大臣に表敬
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