
要人往来



国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程

（1）アジア・大洋州
インド 来 クルシード外相 3/26～3/28 外務省賓客

3/27	 	安倍総理大臣に表敬
3/27	 	岸田外務大臣と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 5/2～5/4 ASEAN+3財務大臣・中央銀行総裁会議出席（5/3）
日・ASEAN財務大臣・中央銀行総裁会議出席（5/3）
第46回アジア開発銀行（ADB）年次総会出席（5/4）
5/4	 	シン首相に表敬
5/4	 	中尾ADB総裁と会談

来 シン首相及び同令夫人 5/27～5/30 公式実務訪問賓客
5/29	 	天皇皇后両陛下が御引見・御昼餐
5/29	 	安倍総理大臣と会談
5/29	 	岸田外務大臣による表敬

往 城内外務大臣政務官 9/9～9/10 政府関係者との意見交換
往 茂木経済産業大臣 9/10～9/13 日印医療機器ビジネスセミナー出席（9/11）

日印エネルギーフォーラム出席（9/12）
9/11	 	シン首相と会談
9/11	 	シャルマ商工相と会談
9/11	 	シバル通信IT相と会談
9/12	 	ティワリ情報放送相と会談
9/12	 	チダンバラム財務相と会談

来 クマール・インド首相
対日関係特使

9/17～9/20 9/18	 	安倍総理大臣に表敬
9/19	 	岸田外務大臣と会談

往 岸田外務大臣 11/10～11/12 第5回「V4+日本」外相会合出席（11/11）
日・北欧バルト8か国（NB8）外相級会合出席（11/11）
アジア欧州会合（ASEM）第11回外相会合出席（11/11
～11/12）
11/12	 	クルシード外相と会談
11/12	 	アシュトンEU外務・安全保障政策上級代表と

会談
往 天皇皇后両陛下 11/30～12/6 公式歓迎式典御出席（12/2）

12/2	 	ムカジー大統領と御会見
12/2	 	シン首相を御引見

インドネシア 往 安倍総理大臣 1/18 1/18	 	ユドヨノ大統領と会談
来 マルティ外相 2/13～2/15 外務省賓客

第4回日・インドネシア閣僚級戦略対話出席（2/14）
2/14	 	安倍総理大臣に表敬
2/14	 	岸田外務大臣と会談（第4回日・インドネシア

閣僚級戦略対話）

（2013年1月1日～12月31日）

〈記載対象と留意点〉
1．	対象期間は2013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、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（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。）、も
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。
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 鈴木外務副大臣 4/1～4/2 第5回バリ・プロセス地域閣僚会議出席（4/1～4/2）

4/2	 	マルティ外相に表敬
4/2	 	カー・オーストラリア外相に表敬

往 城内外務大臣政務官 4/20～4/21 アジア太平洋経済協力（APEC）貿易担当大臣（MRT）
会合出席（4/20～4/21）

往 茂木経済産業大臣 4/20～4/21 APEC貿易担当大臣（MRT）会合出席（4/20～4/21）
4/21	 	ギタ商業相と会談
4/21	 	エマーソン・オーストラリア貿易相と会談
4/21	 	尹

ユ ン

相
サ ン

直
ジ ク

韓国産業通商資源部長官と会談
往 新藤総務大臣 4/28～5/1 4/29	 	ミンASEAN事務総長と会談

4/29	 	ティファトゥル通信情報相と会談
4/29	 	アグン国民福祉調整相と会談

往 林農林水産大臣 5/5～5/7 5/6	 	ススウォノ農業相と会談
往 鈴木外務副大臣 6/12～6/14 第6回アジア中南米協力フォーラム（FEALAC）外相会

合出席（6/13～6/14）
6/13	 	ナタレガワ外相と会談
6/13	 	ミード・メキシコ外相と会談
6/14	 	ユドヨノ大統領に表敬

往 森内閣府特命担当大臣
（男女共同参画）

9/6～9/8 アジア太平洋経済協力（APEC）女性と経済フォーラム
出席（9/6～9/8）
9/7	 	オスマン・ブルネイ文化・青少年・スポーツ省

副相と会談
往 岸田外務大臣 10/4～10/5 アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議出席（10/4～10/5）

10/4	 	マルティ外相と会談
10/4	 	ケリー米国国務長官及びビショップ・オースト

ラリア外相と会談（日米豪閣僚級戦略対話）
往 茂木経済産業大臣 10/4～10/6 第5回日インドネシア経済合同フォーラム出席（10/4）

アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議出席（10/4
～10/5）
10/4	 	ギタ商業相と会談
10/4	 	ロブ・オーストラリア貿易投資相と会談
10/4	 	フローマン米国通商代表と会談
10/5	 	アゼベド世界貿易機関（WTO）事務局長と会談
10/5	 	プリツカー米国商務省長官と会談

往 安倍総理大臣 10/6～10/8 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）2013年年次総会出席（10/6）
APEC首脳会議出席（10/7～10/8）
首脳とAPECビジネス諮問委員会出席（10/7）
APEC・CEOサミット出席及び基調講演実施（10/7）
首脳と太平洋島嶼

し ょ

国首脳との対話出席（10/8）
TPP協定首脳会合出席（10/8）
10/7	 	ユドヨノ大統領と会談
10/7	 	プーチン・ロシア大統領と会談
10/7	 	サン・ベトナム国家主席と会談
10/8	 	ペニャ・ニエト・メキシコ大統領と会談

来 ダヌスブロト国民協議
会議長

10/28～10/29 10/28	 	伊吹衆議院議長と会談

往 高村元外務大臣（総理
特使）

11/6～11/8 第6回バリ民主主義フォーラム出席（11/7）

往 三ツ矢外務副大臣 12/3～12/5 第9回WTO閣僚会議出席（12/4）
来 ユドヨノ大統領及び同
令夫人

12/12～12/15 日・ASEAN特別首脳会議出席（12/14）
12/13	 	宮中茶会に出席
12/13	 	安倍総理大臣と会談

オーストラリア 往 岸田外務大臣 1/13～1/14 1/13	 	カー外相と会談
1/13	 	エマーソン貿易相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ビショップ外相 10/14～10/16 10/15	 	安倍総理大臣に表敬

10/15	 	岸田外務大臣と会談
往 三ツ矢外務副大臣 12/15～12/18 12/16	 	ビショップ外相に表敬

韓国 往 額賀元財務相（総理特使）1/4 1/4	 	朴槿恵次期大統領と会談
往 麻生副総理兼財務大臣 2/24～2/25 2/25	 	朴槿恵大統領と会談
往 阿部外務大臣政務官 5/15 第9回地域女性閣僚・国会議員会議出席（5/15）
往 下村文部科学大臣 6/1～6/2 第8回済州フォーラム出席（6/1～6/2）
往 下村文部科学大臣 9/27～9/28 第5回日中韓文化大臣会合出席（9/28）
往 三ツ矢外務副大臣 10/17～10/18 サイバー空間に関するソウル会議出席（10/17～10/18）
往 田村厚生労働大臣 11/24 第6回日中韓三国保健大臣会合出席（11/24）

カンボジア 往 秋篠宮殿下 2/3～2/5 シハヌーク前国王陛下荼毘式典御参列（2/4）
2/4	 	シハモニ国王陛下及びモニニアット皇太后陛下

を御弔問
2/4	 	フン・セン首相を御弔問

来 キアット・チョン副首
相兼経済財政相

5/22～5/25 第19回国際交流会議「アジアの未来」出席（5/23）
5/24	 	岸田外務大臣と会談

往 松村外務副大臣 9/6～9/20 シアムリアップ訪問
往 安倍総理大臣 11/16～11/17 11/16	 	シハモニ国王陛下に拝謁

11/16	 	フン・セン首相と会談
来 フン・セン首相及び同
令夫人

12/12～12/17 実務訪問賓客
第5回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（12/14）
日・ASEAN特別首脳会議出席（12/14）
12/13	 	宮中茶会に出席
12/15	 	安倍総理大臣と会談

キリバス 来 トン大統領兼外務・移
民相

10/25～10/28 太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合出席（10/26）
10/25	 	安倍総理大臣に表敬
10/25	 	岸田外務大臣と会談

クック諸島 来 プナ首相 10/24～10/27 太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合出席（10/26）
10/25	 	安倍総理大臣に表敬

サモア 往 城内外務大臣政務官 2/19～2/21 在サモア日本国大使館開設式出席（2/19）
2/19	 	トゥイアトゥア国家元首に表敬
2/19	 	トゥイラエパ首相に表敬

シンガポール 往 岸田外務大臣 1/10～1/11 1/11	 	リー・シェンロン首相に表敬
1/11	 	K・シャンムガム外相兼法相と会談

来 ゴー・チョクトン名誉
上級相

3/12～3/15 3/13	 	安倍総理大臣に表敬
3/14	 	麻生副総理兼財務大臣に表敬

来 グレース・フー首相府
相兼第二外務相兼第二
環境・水資源相

3/24～3/29 第9回日本・シンガポール・シンポジウム出席（3/25～
3/26）

来 リー・シェンロン首相 5/21～5/24 第19回国際交流会議「アジアの未来」出席及び基調講
演実施（5/23）
5/22	 	安倍総理大臣と会談
5/22	 	麻生副総理兼財務大臣と会談

往 小野寺防衛大臣 5/31～6/2 第12回英国国際戦略問題研究所（IISS）アジア安全保
障会議出席（6/1～6/2）
5/31	 	ハモンド英国国防相と会談
6/1	 	リー・シェンロン首相に表敬
6/1	 	ウン国防相と会談
6/1	 	ヘーゲル米国国防省長官及び金韓国国防部長官

と三国間会談
6/1	 	ヘーゲル米国国防省長官及びスミス・オースト

ラリア国防相と三国間会談
6/1	 	スミス・オーストラリア国防相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
6/1	 	プルノモ・インドネシア国防相と会談
6/2	 	ル・ドリアン・フランス国防相と会談

往 彬子女王殿下 7/17～7/21 日本の伝統文化を紹介する行事への御出席（7/18～7/19）
往 安倍総理大臣 7/26 7/26	 	トニー・タン大統領に表敬

7/26	 	リー・シェンロン首相と会談
7/26	 	バイデン米国副大統領による表敬

来 リー・シェンロン首相 12/12～12/15 日・ASEAN特別首脳会議出席（12/14）
12/13	 	宮中茶会に出席
12/13	 	安倍総理大臣と会談

スリランカ 来 ラージャパクサ大統領
及び同令夫人

3/12～3/15 公式実務訪問賓客
3/13	 	岸田外務大臣による表敬
3/14	 	天皇皇后両殿下と御会見・宮中午餐
3/14	 	安倍総理大臣と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 5/1～5/2 コロンボ港・ドッグヤードの現地視察（5/2）
5/2	 	ラージャパクサ大統領に表敬

往 新藤総務大臣 7/28～7/29 7/29	 	ラージャパクサ大統領に表敬
往 承子女王殿下 8/19～8/23 御旅行

8/20	 	ラージャパクサ大統領を表敬
往 城内外務大臣政務官 9/12～9/14 9/13	 	ピーリス外相と会談

ソロモン諸島 往 城内外務大臣政務官 6/14～6/15 6/14	 	リロ首相に表敬
タイ 往 安倍総理大臣 1/17－1/18 泰日工業大学視察（1/17）

1/17	 	プミポン国王陛下に謁見
1/17	 	インラック首相と会談

往 若林外務大臣政務官 4/29～4/30 国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）第69回
総会出席（4/29）
4/29	 	ヘイザーESCAP事務局長と会談
4/29	 	エリアソン国連副事務総長と会談

来 スラポン副首相兼外相 5/22～5/25 5/23	 	岸田外務大臣と会談
来 インラック首相 5/22～5/25 第19回国際交流会議「アジアの未来」出席（5/23～

5/24）
5/23	 	皇太子殿下と御接見
5/23	 	安倍総理大臣と会談

往 小野寺防衛大臣 9/17～9/18 9/18	 	インラック首相兼国防相と会談
往 阿部外務大臣政務官 9/18～9/20 国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）第6回ア

ジア太平洋人口会議出席（9/19）
来 チュラポン王女殿下 11/20～11/29 11/21	 	天皇皇后両陛下と御昼餐
来 ニワットタムロン副首
相兼商務相
（首相代理）

12/12～12/15 日・ASEAN特別首脳会議出席（12/14）
第5回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（12/14）
12/13	 	岸田外務大臣と会談
12/15	 	安倍総理大臣に表敬

中国 往 下村文部科学大臣 9/11～9/13 第7回サマーダボス会議出席（9/11～9/13）
往 山本内閣府特命担当大
臣

9/11～9/12 第7回サマーダボス会議出席（9/11～9/12）

ツバル 往 石原環境大臣 9/17～9/19 日本の支援による海水淡水化装置を視察（9/19）
9/17	 	イタレリ総督と会談
9/17	 	ソポアンガ首相と会談
9/17	 	サカイオ副首相と会談
9/17	 	フィニカソ外務・環境相と会談

来 フィニカソ外務・貿易・
観光・環境・労働相

10/24～10/28 太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合出席（10/26）
10/25	 	安倍総理大臣に表敬

トンガ 来 トゥイバカノ首相兼外
務・防衛・情報通信相

10/22～10/27 太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合出席（10/26）
10/25	 	安倍総理大臣に表敬
10/25	 	岸田外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
（ニウエ） 来 タランギ首相兼外相 10/24～10/27 太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合出席（10/26）

10/25	 	安倍総理大臣に表敬
ニューカレドニア 往 城内外務大臣政務官 2/23～2/24 ヌメア市の日本人墓地訪問（1/24）

1/23	 	ティエリー・シュケ高等弁務官（フランス本国
政府の現地代表）と会談

ニュージーランド 往 城内外務大臣政務官 2/21～2/23 クライストチャーチ地震2周年追悼式典出席（2/22）
2/22	 	キー首相と会談

往 阿部外務大臣政務官 3/24～3/27 太平洋エネルギー・サミット出席（3/26）
3/25	 	マカリー外相に表敬
3/25	 	トゥイラエパ・サモア首相に表敬
3/25	 	プナ・クック諸島首相に表敬
3/25	 	トン・キリバス大統領に表敬
3/25	 	モリ・ミクロネシア大統領に表敬
3/25	 	トゥイバカノ・トンガ首相に表敬
3/25	 	ナタノ・ツバル副首相に表敬
3/25	 	アミン国際再生可能エネルギー機関（IRENA）

事務局長と会談
来 グローサー貿易相兼気
候変動問題国際交渉担
当相

4/22～4/27 4/23	 	岸田外務大臣と会談

往 高村元外務大臣（総理
特使）

5/1～5/4 5/2	 	マカリー外相と会談
5/2	 	グローサー貿易相と会談
5/3	 	日本ニュージーランド経済人会議関係者と意見

交換
往 岸田外務大臣 6/8～6/9 6/9	 	キー首相に表敬

6/9	 	マカリー外相と会談
6/9	 	グローサー貿易相と会談

来 カーター国会議長 10/6～10/12 衆議院議長招待
10/7	 	伊吹参議院議長と会談
10/8	 	山崎衆議院議長と会談
10/11	 	安倍総理大臣と会談

来 マカリー外相 11/1～11/4 11/2	 	岸田外務大臣と会談
パキスタン 往 城内外務大臣政務官 9/11～9/12 9/11	 	アジズ国家安全保障・外務担当首相顧問と会談
パプアニューギ
ニア

来 オニール首相 3/21～3/23 実務訪問賓客
「ラム系統送電網強化計画」に関する交換公文の署名式
出席（3/22）
3/22	 	安倍総理大臣と会談

往 城内外務大臣政務官 6/10～6/13 6/11	 	オニール首相に表敬
6/11	 	マイカ国営企業・投資相と会談
6/11	 	クア法相（外務移民相代行）と会談
6/12	 	モミス・ブーゲンビル自治政府大統領に表敬
6/12	 	ミリキ・ブーゲンビル自治政府議会議長と会談

来 パト外務移民相 10/24～10/27 太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合出席（10/25）
10/25	 	安倍総理大臣に表敬
10/25	 	岸田外務大臣と会談

往 三ツ矢外務副大臣 12/18～12/19 日・パプアニューギニア投資協定の発効のための外交
上の公文交換式出席（12/18）
12/18	 	パト外務移民相に表敬
12/19	 	オニール首相に表敬
12/19	 	マイカ国営企業・投資相に表敬

バヌアツ 来 ナタペイ副首相兼外務
貿易相

10/24～10/27 太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合出席（10/25）
10/25	 	安倍総理大臣に表敬

パラオ 往 鈴木外務副大臣 1/16～1/18 レメンゲサウ大統領就任式出席（1/17）
1/17	 	レメンゲサウ大統領と会談

258



国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 レメンゲサウ大統領 2/14～2/19 2/15	 	安倍総理大臣と会談
往 城内外務大臣政務官
（総理特使）

9/30～10/2 大統領就任式及び独立19周年記念式典出席（10/1）
10/1	 	レメンゲサウ大統領と会談
10/1	 	クワルテイ国務相と会談
10/1	 	モリ・ミクロネシア連邦大統領と会談
10/1	 	ロヤック・マーシャル諸島共和国大統領と会談

来 レメンゲサウ大統領 11/30～12/4 12/3	 	安倍総理大臣に表敬
東ティモール 往 城内外務大臣政務官 4/22～4/23 4/22	 	ルアク大統領に表敬

4/22	 	グテレス外務・協力相と会談
4/23	 	ラサマ副首相に表敬

来 グテレス国民議会議長 9/8～9/13 外務省招待
9/10	 	皇太子殿下と御接見
9/10	 	山崎参議院議長と会談

フィジー 往 石原環境大臣 9/15～9/17 9/16	 	ナイラティカウ大統領と会談
9/16	 	クンブアンボラ外務・国際協力相と会談

来 クンブアンボラ外務・
国際協力相

10/24～10/27 外務省賓客
太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合出席（10/26）
10/25	 	安倍総理大臣に表敬
10/25	 	岸田外務大臣と会談

フィリピン 往 岸田外務大臣 1/9～1/10 1/10	 	アキノ3世大統領に表敬
1/10	 	デル・ロサリオ外相と会談

来 デル・ロサリオ外相 5/22～5/23 第19回国際交流会議「アジアの未来」出席（5/23）
5/22	 	岸田外務大臣と会談
5/23	 	安倍総理大臣に表敬

往 小野寺防衛大臣 6/26～6/27 6/27	 	ガズミン防衛相と会談
往 安倍総理大臣 7/26～7/27 7/27	 	アキノ大統領と会談
往 小野寺防衛大臣 12/7～12/8 12/7	 	ガズミン国防相と会談

12/8	 	ビショップ・オーストラリア外相と会談
来 アキノ大統領 12/12～12/14 日・ASEAN特別首脳会議出席（12/14）

12/13	 	宮中茶会に出席
12/13	 	安倍総理大臣と会談

ブルネイ 往 岸田外務大臣 1/11～1/12 1/12	 	ビラ皇太子に謁見
1/12	 	モハメッド外務貿易相（王弟殿下）と会談

来 モハメッド外務貿易相 2/28～3/5 2/28	 	岸田外務大臣と会談
来 ボルキア国王王妃両陛
下

5/12～5/17 5/13	 	天皇皇后両陛下とお茶
5/13	 	安倍総理大臣と会談

往 岸田外務大臣 6/29～7/3 日・ASEAN外相会議出席（6/30）
第14回ASEAN+3外相会議出席（6/30）
第6回日メコン外相会議出席（6/30）
第3回メコン河下流域フレンズ閣僚級会合出席（7/1）
第20回ASEAN地域フォーラム閣僚会合出席（7/2）
第3回東アジア首脳会議参加国外相会議出席（7/2）
6/30	 	ハオ・ナムホン・カンボジア副首相兼外相と会談
6/30	 	グテレス・東ティモール外務・協力相と会談
6/30	 	ミン・ベトナム外相と会談
7/1	 	ケリー米国国務長官及び尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部長官
と会談（日米韓外相会談）

7/1	 	アニファ・マレーシア外相と会談
7/1	 	ミンASEAN事務総長と会談
7/1	 	ベアード・カナダ外相と会談
7/1	 	カー・オーストラリア外相と会談
7/1	 	尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部長官と会談
7/1	 	モハメッド外務貿易相（王弟殿下）と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 茂木経済産業大臣 8/19～8/21 第1回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）閣僚会合

出席（8/19）
ASEAN経済大臣関連会合出席（8/20～8/21）
日メコン経済大臣会合出席（8/20）
ASEAN+3経済大臣会合出席（8/20）
EAS経済大臣会合出席（8/21）
8/20	 	リム第2外務貿易相と会談
8/20	 	ムスタパ・マレーシア国際貿易産業相と会談
8/20	 	グローサー・ニュージーランド貿易相と会談
8/20	 	リム・シンガポール貿易産業相と会談
8/20	 	カン・ゾー・ミャンマー国家計画・経済開発相

と会談
8/21	 	ウリュカエフ・ロシア経済発展相と会談

往 小野寺防衛大臣 8/27～8/30 第2回拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）出席
（8/29）
8/28	 	ヘーゲル米国国務長官と会談

往 安倍総理大臣 10/8～10/10 第16回日・ASEAN首脳会議出席（10/9）
ASEAN+3首脳会議出席（10/10）
東アジア首脳会議出席（10/10）
10/9	 	ボルキア国王と会談
10/9	 	アキノ・フィリピン大統領と会談
10/9	 	アボット・オーストラリア首相と会談
10/9	 	キー・ニュージーランド首相と会談
10/9	 	インラック・タイ首相と懇談
10/10	 	シン・インド首相と懇談

来 リム・ジョクセン第二
外務貿易相

12/10～12/25 12/12	 	岸田外務大臣と会談

来 ボルキア国王陛下 12/12～12/15 日・ASEAN特別首脳会議出席（12/14）
12/13	 	宮中茶会に出席
12/13	 	安倍総理大臣との会談

ベトナム 往 安倍総理大臣 1/16～1/17 歓迎式典出席（1/16）
1/16	 	サン国家主席と会談
1/16	 	ズン首相と会談
1/16	 	グエン・フー・チョン共産党書記長と会談

往 林農林水産大臣 5/3～5/4 日ベトナムの農業協力、交流促進を確認する文書の署
名式出席（5/4）
5/4	 	ファット農業・農村開発相と会談

来 ニャン副首相 5/22～5/25 第19回国際交流会議「アジアの未来」出席（5/23～
5/24）
「ベトナムにおける日本語教育拡大に関する覚書」署名
式出席（5/24）
5/24	 	岸田外務大臣と会談

往 茂木経済産業大臣 7/1～7/3 スマートコミュニティ署名式出席（7/1）
中小企業海外展開現地支援プラットフォーム発足式出
席（7/2）
二国間クレジット制度に係る二国間協力覚書署名式出
席（7/2）
7/1	 	ズン首相と会談
7/1	 	ホアン商工相と会談
7/2	 	クアン天然資源環境相と会談
7/2	 	クアン科学技術相と会談

来 ミン外相 9/12～9/14 外務省賓客
日ベトナム協力委員会第5回会合出席（9/12）
9/12	 	岸田外務大臣と会談
9/13	 	安倍総理大臣に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 小野寺防衛大臣 9/15～9/17 ベトナム海軍第4海軍区司令部（カムラン湾）訪問（9/17）

ベトナム陸軍特殊部隊士官学校訪問（9/17）
9/16	 	ズン首相に表敬
9/16	 	タイン国防相と会談

往 松山外務副大臣 9/16～9/18 グエン・フオン・ガー外務副相との会談
来 ズン首相及び同令夫人 12/12～12/15 第5回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（12/14）

日・ASEAN特別首脳会議出席（12/14）
12/13	 	宮中茶会に出席（夫人同伴）
12/15	 	安倍総理大臣と会談

マーシャル諸島 往 鈴木外務副大臣（総理
特使）

9/5～9/7 太平洋諸島フォーラム（PIF）域外対話出席（9/6）
9/5	 	ソアラオイ・ソロモン諸島外相と会談
9/5	 	マカリー・ニュージーランド外相と会談
9/5	 	スワイヤ英国外務閣外相と会談
9/6	 	ムラー外相と会談
9/6	 	トゥイバカノ・トンガ首相兼外相と会談
9/6	 	トン・キリバス大統領兼外務移民相と会談
9/6	 	ロヤック大統領と会談
9/6	 	レメンゲサウ・パラオ大統領と会談
9/6	 	フィニカソ・ツバル外相と会談

来 ムラー外相 10/25～10/28 外務省賓客
太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合出席（10/26）
10/25	 	安倍総理大臣に表敬
10/25	 	岸田外務大臣と会談

マレーシア 往 安倍総理大臣 7/25～7/26 7/25	 	ナジブ首相と会談
来 ナジブ首相及び同令夫
人

12/12～12/14 日・ASEAN特別首脳会議出席（12/14）
12/12	 	安倍総理大臣と会談
12/13	 	宮中茶会に出席（夫人同伴）

ミクロネシア 往 鈴木外務副大臣（総理
特使）

9/7～9/9 9/7	 	モリ大統領に表敬
9/7	 	ロバート外相と会談

来 ロバート外相 10/25～10/27 太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合出席（10/26）
10/25	 	安倍総理大臣に表敬

来 モリ大統領 10/29～11/2 実務訪問賓客
10/31	 	安倍総理大臣と会談

ミャンマー 往 麻生副総理兼財務大臣 1/2～1/4 ティラワ経済特区視察（1/4）
1/3	 	テイン・セイン大統領と会談

来 カン・ゾー国家計画・
経済開発相

2/18～2/21 メコン地域における官民協力・連携促進フォーラム第3
回日メコン全体会合出席（2/19）
2/19	 	岸田外務大臣と会談

来 アウン・サン・スー・
チー国民民主連盟議長

4/13～4/19 外務省招待
4/16	 	皇太子殿下と御接見
4/16	 	岸田外務大臣と会談
4/16	 	平田参議院議長に表敬
4/18	 	安倍総理大臣に表敬
4/18	 	伊吹衆議院議長に表敬

往 安倍総理大臣 5/24～5/26 日本・ミャンマー経済セミナー出席（5/26）
5/25	 	アウン・サン・スー・チー国民民主連盟議長と

会談
5/26	 	テイン・セイン大統領と会談

来 ティン・ナイン・テイ
ン大統領府付相

6/17～6/22 6/18	 	松山外務副大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 茂木経済産業大臣 8/22～8/23 中小企業海外展開支援プラットフォーム開所式出席

（8/23）
8/22	 	テイン・セイン大統領と会談
8/22	 	ソー・テイン大統領府相と会談
8/22	 	ゼヤー・アウン・エネルギー相と会談
8/22	 	キン・マウン・ソー電力相と会談
8/22	 	トゥラ・シュエ・マン下院議長と会談

来 シュエ・マン下院議長 11/25～12/3 衆議院議長招待
11/28	 	伊吹衆議院議長と会談
11/29	 	安倍総理大臣に表敬

来 テイン・セイン大統領 12/13～12/17 日・ASEAN特別首脳会議出席（12/14）
第5回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（12/14）
「日本国厚生労働省とミャンマー連邦共和国保健省との
保健・医療分野での協力に関する覚書」の署名式出席
（12/15）
日ミャンマー投資協定署名式出席（12/15）
12/13	 	宮中茶会に出席
12/15	 	安倍総理大臣と会談

モルディブ 往 新藤総務大臣 6/29～6/30 6/30	 	ワヒード大統領に表敬
6/30	 	アブドゥッラ外相と会談
6/30	 	イブラヒム運輸通信相と会談

モンゴル 往 安倍総理大臣 3/30～3/31 日本人抑留中死亡者慰霊碑献花（3/31）
3/30	 	エルベグドルジ大統領と会談
3/30	 	アルタンホヤグ首相と会談
3/31	 	エンフボルド国家大会議議長と会談

往 鈴木外務副大臣 4/28～4/30 第7回民主主義共同体閣僚級会合出席（4/29）
4/29	 	エルベグドルジ大統領に表敬
4/29	 	テルビシダグワ副首相と会談
4/29	 	ボルド外相と会談
4/29	 	エンフボルド国家大会議議長と会談

来 ボルド外相 6/9～6/13 6/11	 	安倍総理大臣に表敬
6/11	 	岸田外務大臣と会談

往 古屋内閣府特命担当大
臣（特派大使）

7/8～7/11 エルベグドルジ大統領就任式出席（7/10）
7/9	 	エルベグドルジ大統領に表敬
7/9	 	テムージン法務相と会談
7/10	 	アルタンホヤグ首相に表敬

来 バトバヤル経済・開発
相

7/31～8/4 8/1	 	岸田外務大臣と会談

来 アルタンホヤグ首相及
び同令夫人

9/11～9/14 公式実務訪問賓客
『戦略的パートナーシップ』の強化に関する日本国とモ
ンゴル国との共同声明署名式出席（9/13）
9/13	 	天皇皇后両陛下が御引見
9/13	 	安倍総理大臣と会談
9/13	 	岸田外務大臣による表敬
9/13	 	伊吹衆議院議長と会談
9/13	 	山崎参議院議長と会談

来 エルベグドルジ大統領 9/29 9/29	 	安倍総理大臣と会談
ラオス 来 トンルン副首相兼外相 5/22～5/24 第19回国際交流会議「アジアの未来」出席（5/23）

5/23	 	岸田外務大臣と会談
来 ソムサワート副首相 10/5～10/8 ラオス経済・投資セミナー出席（10/7）

10/7	 	岸田外務大臣と会談
往 安倍総理大臣 11/17 11/17	 	トンシン首相と会談

11/17	 	チュンマリー国家主席と会談
来 パーニー国民議会議長 11/25～11/29 参議院議長招待

11/25	 	天皇陛下が御引見
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 トンシン首相 12/13～12/16 日・ASEAN特別首脳会議出席（12/14）

第5回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（12/14）
12/13	 	宮中茶会に出席
12/15	 	安倍総理大臣と会談

（2）北米
カナダ 来 シーア下院議長 5/12～5/18 衆議院議長招待

5/16	 	岸田外務大臣と会談
5/16	 	伊吹衆議院議長と会談
5/16	 	平田参議院議長と会談
5/17	 	天皇皇后両陛下が御引見
5/17	 	安倍総理大臣に表敬

往 絢子女王殿下 6/15～6/23 御旅行
往 高円宮妃殿下 6/18～6/25 御旅行

6/20	 	ジョンストン総督を表敬
往 絢子女王殿下 9/1- 短期御留学
往 安倍総理大臣 9/23～9/24 歓迎式典出席（9/24）

9/24	 	ハーパー首相と会談
9/24	 	ジョンストン総督夫妻と会談

往 茂木経済産業大臣 10/10～10/12 10/11	 	オリバー天然資源相と会談
米国 往 岸田外務大臣 1/18 1/18	 	クリントン国務長官と会談

1/18	 	カーク通商代表と会談
往 安倍総理大臣 2/21～2/24 戦略国際問題研究所（CSIS）において政策スピーチ実

施（2/22）
2/22	 	オバマ大統領と会談

往 岸田外務大臣 2/21～2/24 2/22	 	ケリー国務長官と会談
2/22	 	日米首脳会談同席

往 皇太子殿下 3/5～3/8 国連「水と災害に関する特別会合」御臨席（3/6）
来 ケリー国務長官 4/14～4/15 4/14	 	岸田外務大臣と会談
往 麻生副総理兼財務大臣 4/18～4/19 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席（4/18～4/19）

CSISにおいてスピーチ実施（4/19）
4/19	 	バイデン副大統領と会談

往 下村文部科学大臣 4/29～5/1 第12回日米科学技術協力合同高級委員会出席（4/30）
往 山本科学技術政策担当
大臣

4/29～5/1 第12回日米科学技術協力合同高級委員会出席（4/30）
キャピタル・チャーター・スクール視察（5/1）
日米研究インスティテュート主催セミナー出席（5/1）

往 岸田外務大臣 5/2～5/3 日系人代表者と意見交換
往 小野寺防衛大臣 5/29 アプラ地区、アンダーセン空軍基地、フィネガヤン地区

等を視察（5/29）
往 小野寺防衛大臣 7/1～7/3 パールハーバー・ヒッカム統合基地視察

政府関係者と意見交換
往 茂木経済産業大臣 7/23～7/26 7/24	 	モニーツ・エネルギー長官と会談

7/24	 	プリツカー商務長官と会談
7/24	 	フローマン通商代表と会談

往 佳子内親王殿下 8/3～9/4 御旅行
来 フローマン通商代表 8/18～8/20 8/19	 	岸田外務大臣と会談
往 阿部外務大臣政務官 9/11～9/17 政府関係者、国際機関関係者及び有識者と意見交換
往 彬子女王殿下 9/13 チリからの御帰国に際してのお立ち寄り

263外交青書 2014

要人往来

要
人
往
来



国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 岸田外務大臣 9/23～9/28 第68回国連総会出席（9/23～9/27）

平等な未来パートナーシップ会合出席（9/23）
ポスト2015年開発アジェンダサイドイベント出席（9/23）
軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）第7回外相会合
出席（9/24）
紛争下の性的暴力防止イニシアティブに関するサイドイ
ベント出席（9/24）
ポスト2015年開発目標と保健に関するサイドイベント
出席（9/25）
パレスチナ支援調査委員会閣僚級会合出席（9/25）
G8ドーヴィル・パートナーシップ（DP）閣僚級会合出席（9/25）
武器貿易条約（ATT）ハイレベル会合出席（9/25）
安保理改革に関するG4外相会合出席（9/26）
サヘル地域に関するハイレベル会合出席（9/26）
核軍縮に関する国連総会ハイレベル会合出席（9/26）
第8回包括的核実験禁止条約（CTBT）発効促進会議出
席（9/27）
日・ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体（CELAC）拡
大トロイカ外相会合出席（9/27）
第3回日・カリコム外相会合出席（9/27）
グローバル・テロ対策フォーラム（GCTF）第4回閣僚
級会合出席（9/27）
9/23	 	ビショップ・オーストラリア外相と会談
9/23	 	ザリーフ・イラン外相と会談
9/24	 	ファビウス・フランス外相と会談
9/24	 	ヘーグ英国外相と会談
9/24	 	ファハミ・エジプト外相と会談
9/25	 	ワナ・マウン・ルイン・ミャンマー外相と会談
9/27	 	尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部長官と会談
9/27	 	ヴェスターヴェレ・ドイツ外相と会談

往 安倍総理大臣 9/24～9/27 第68回国連総会出席（9/24～9/27）
ミレニアム開発目標（MDGs）特別イベント出席（9/25）
ポスト2015年開発目標と保健に関するサイドイベント
出席（9/25）
ハドソン研究所においてスピーチ実施及びハーマン・
カーン賞受賞（9/25）
ニューヨーク証券取引所訪問及びスピーチ実施（9/25）
核軍縮に関するハイレベル会合出席（9/26）
日・アフリカ地域経済共同体（RECs）議長首脳会合出
席（9/26）
国連総会において一般討論演説実施（9/26）
9/24	 	オランド・フランス大統領と会談
9/25	 	藩基文国連事務総長と会談
9/26	 	ローハニ・イラン大統領と会談
9/26	 	シャリフ・パキスタン首相と会談
9/26	 	アッシュ国連総会議長と会談

来 ヘーゲル国防長官 10/2～10/3 日米安全保障協議委員会「2+2」閣僚会議出席（10/3）
10/3	 	安倍総理大臣に表敬

来 ケリー国務長官 10/2～10/3 日米安全保障協議委員会「2+2」閣僚会議出席（10/3）
10/3	 	安倍総理大臣に表敬
10/3	 	岸田外務大臣と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 10/10～10/12 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席（10/10～10/11）
第68回世銀・IMF年次総会出席（10/11）
第28回国際通貨金融委員会出席（10/12）
10/10	 	キム世銀総裁と会談

往 高村元外務大臣（総理
特使）

10/29～10/31 フォーリー元駐日大使葬儀出席（10/29）
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 モニーツ・エネルギー
省長官

10/30～11/2 10/31	 	岸田外務大臣と会談

来 バイデン副大統領 12/2～12/4 12/3	 	皇太子殿下と御接見
12/3	 	安倍総理大臣に表敬

往 木原外務大臣政務官
（総理特使）

12/2～12/4 世界基金第4次増資会合出席（12/2～12/3）
ホワイトハウス主催国際エイズデー行事出席（12/2）
日米研究インスティテュート（USJI）において講演（12/3）
12/2	 	カンファン・フランス開発担当相と会談
12/3	 	ナフシア・インドネシア保健相（世界基金理事

会議長）と会談

（3）中南米
アルゼンチン 往 若林外務大臣政務官 4/9～4/11 日亜学院視察（4/10）

ブエノスアイレス日本人学校入学式出席（4/10）
4/10	 	スアイン筆頭外務副相と会談

往 高円宮妃殿下 9/4～9/7 アルゼンチンサッカー協会記念行事御臨席（9/5）
国際オリンピック委員会総会レセプション御臨席（9/6）

往 彬子女王殿下 9/5～9/7 被災地支援感謝の集い御臨席（9/5）
往 若林外務大臣政務官 9/5～9/7 第125回国際オリンピック委員会（IOC）総会出席（9/7）
往 岸田外務大臣 9/5～9/7 第125回国際オリンピック委員会（IOC）総会出席（9/7）
往 安倍総理大臣 9/6～9/7 第125回国際オリンピック委員会（IOC）総会出席（9/7）

ウルグアイ 来 アルマグロ外相 10/8～10/11 水銀に関する水俣条約外交会議出席（10/9～10/11）
10/10	 	岸田外務大臣と会談

エクアドル 往 若林外務大臣政務官
（特派大使）

5/23～5/24 コレア大統領就任式出席（5/24）

キューバ 来 ヒメネス・スポーツ体育
レクリエーション庁長官

9/24～10/2 外務省招待
9/25	 	若林外務大臣政務官に表敬

来 ロドリゲス外相 11/7～11/10 11/8	 	岸田外務大臣と会談
コロンビア 往 茂木経済産業大臣 4/29～4/30 企業ミッション団団結式出席（4/30）

4/30	 	サントス大統領と会談
4/30	 	ディアス・グラナドス商工観光相と会談
4/30	 	レンフィフォ鉱山エネルギー相と会談

往 若林外務大臣政務官 5/21～5/23 第7回太平洋同盟首脳・閣僚会合出席（5/22～5/23）
ジャマイカ 往 若林外務大臣政務官 9/19～9/20 9/20	 	シンプソン＝ミラー首相と会談

9/20	 	ニコルソン外務・貿易相と会談
9/20	 	ヒルトン産業投資商業相と会談

来 シンプソン＝ミラー首
相

11/4～11/8 実務訪問賓客
11/5	 	秋篠宮殿下と御接見
11/5	 	安倍総理大臣と会談

セントルシア 往 鈴木外務副大臣 5/22～5/23 東カリブ漁業大臣会合出席（5/23）
5/23	 	バプティスト外相と会談
5/22～5/23　	東カリブ諸国6か国の漁業担当大臣等と

個別会談
チリ 往 彬子女王殿下 9/7～9/12 イースター島御訪問（9/8～9/9）

バルパライソ市御訪問（9/12）
9/10	 	モレノ外相と御接見
9/12	 	ピニェラ大統領を表敬

ドミニカ共和国 往 若林外務大臣政務官 1/17～1/18 日本人農業移住記念碑建立落成式出席（1/17）
1/17	 	モラレス外相と会談

トリニダード・
トバゴ

往 城内外務大臣政務官 5/13～5/16 カリコム外交・共同体関係理事会出席（5/14～5/15）
5/14～5/15　	カリコム加盟14か国全て、及びカリコ

ム外交・共同体関係理事会に域外国とし
て出席したドミニカ共和国とニュージー
ランドの外相等と個別会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ニカラグア 来 サントス外相 6/19～6/20 「持続可能な電化及び再生可能エネルギー促進計画」の

交換文書（E/N）署名式出席（6/19）
6/19	 	岸田外務大臣と会談

パナマ 往 岸田外務大臣 5/1～5/2 5/2	 	マルティネリ大統領に表敬
5/2	 	ヌニェス外相と会談

パラグアイ 往 若林外務大臣政務官
（特派大使）

8/13～8/15 カルテス大統領就任式出席（8/15）

ブラジル 往 若林外務大臣政務官 4/10～4/12 サンパウロ日本人学校入学式出席（4/11）
4/11	 	ロドリゲス元農務相（日伯賢人会議伯側賢人）

と会談
往 茂木経済産業大臣 5/1～5/2 「中小企業海外展開プラットフォーム」立ち上げ式出席

（5/1）
日伯貿易投資産業協力合同委員会の設置に関する覚書
締結（5/2）
5/2	 	ピメンテル開発商工相と会談
5/2	 	ロボン鉱業エネルギー相と会談

往 新藤総務大臣 7/24～7/27 7/25	 	ベルナルド通信相と会談
往 岸田外務大臣 9/2～9/5 外交・公用査証免除措置に係る書簡の署名式出席（9/2）

9/2	 	フィゲイレド外相と会談
往 若林外務大臣政務官 9/16～9/18 トメアス移住地訪問（9/17～9/18）

9/17	 	パラー州副知事と会談
ペルー 来 メリノ・エネルギー鉱

山相
3/24～3/28 外務省による閣僚級招へい

3/27	 	若林外務大臣政務官と会談
往 岸田外務大臣 4/30～5/1 4/30	 	ウマラ大統領に表敬

4/30	 	ロンカリオロ外相と会談
ボリビア 来 チョケワンカ外相 5/7～5/9 5/9	 	岸田外務大臣と会談

来 サモーラ環境・水質源相 10/8～10/12 水銀に関する水俣条約外交会議出席（10/9～10/11）
メキシコ 往 若林外務大臣政務官 1/15～1/16 1/15	 	コルソ連邦上院アジア太平洋外交委員会委員長

と会談
来 ペニャ・ニエト大統領
及び同令夫人

4/7～4/10 公式実務訪問賓客
4/8	 	天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐
4/8	 	安倍総理大臣と会談
4/9	 	伊吹衆議院議長と会談
4/9	 	平田参議院議長と会談

往 岸田外務大臣 4/28～4/29 4/29	 	ペニャ・ニエト大統領に表敬
4/29	 	ミード外相と会談
4/29	 	グアハルド経済相と会談

往 若林外務大臣政務官 8/11～8/13 第12回メキシコ経済連携協定ビジネス環境整備委員会
出席（8/12）

（4）欧州
アイルランド 往 下村文部科学大臣 5/2～5/4 教育、科学技術、スポーツ、文化に関する覚書の署名

式出席（5/2）
往 安倍総理大臣 6/19～6/20 6/19	 	ヒギンズ大統領と会談

6/19	 	ケニー首相と会談
来 ケニー首相 12/1～12/5 実務訪問賓客

12/2	 	安倍総理大臣と会談
12/2	 	皇太子殿下に御接見

アルバニア 往 城内外務大臣政務官 4/1～4/2 4/2	 	べリシャ首相と会談
4/2	 	ベロルタヤ副外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
イタリア 往 林農林水産大臣 10/6～10/7 国際連合食糧農業機関（FAO）国際食料価格に関する

閣僚級会合出席（10/7）
10/7	 	チョロシュEU農業・農村開発委員と会談
10/7	 	ル・フォル・フランス農業・食品産業・森林相

と会談
10/7	 	グラツィアーノFAO事務局長と会談

ウクライナ 往 根本復興大臣 5/3～5/5 5/3	 	プロスケリャコフ環境・天然資源相と会談
往 岸田外務大臣 8/25～8/27 チェルノブイリ原子力発電所を視察（8/25）

8/26	 	コジャーラ外相と会談
8/26	 	チェチェラシビリ民主主義と経済発展のための

機構（GUAM）事務局長による表敬
英国 往 スワイア外務閣外相 1/14～1/16 1/15	 	鈴木外務副大臣と会談

往 阿部外務大臣政務官 3/6～3/9 イエメン・フレンズ第5回閣僚会合出席（3/7）
往 岸田外務大臣 4/10～4/11 G8外相会合出席（4/10～4/11）

4/10	 	ベアード・カナダ外相と会談
4/10	 	ケリー米国国務長官と会談
4/10	 	ラヴロフ・ロシア外相と会談
4/11	 	アシュトン・EU上級代表と会談
4/11	 	ヘーグ外相と会談

往 下村文部科学大臣 5/4～5/5 オリンピック関係施設の視察（5/4）
往 阿部外務大臣政務官 5/8～5/10 G8国会議員会議出席（5/9）
往 麻生副総理兼財務大臣 5/10～5/12 G7財務大臣・中央銀行総裁会合出席（5/10～5/11）
往 鈴木外務副大臣 5/24 5/24	 	スワイア外務閣外相と会談
往 安倍総理大臣 6/17～6/18 G8ロック・アーン・サミット出席（6/17～6/18）

6/17	 	キャメロン首相と会談
6/17	 	ハーパー・カナダ首相と会談
6/17	 	メルケル・ドイツ首相と会談
6/17	 	レッタ・イタリア首相と会談
6/17	 	プーチン・ロシア大統領と会談
6/17	 	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（日EU首脳会談）
来 眞子内親王殿下 7/1 短期御留学（2012年8月24日～）から御帰国
来 ジョーンズ上院議員 9/23～10/2 戦略的実務者招へい

9/26	 	鈴木外務副大臣と会談
来 ヨーク公アンドリュー
王子殿下

9/28～10/2 日英安全保障協力会議御出席（9/30）
10/1	 	皇太子殿下と御接見

来 ヘーグ外相 10/15～10/16 外務省賓客
10/15	 	岸田外務大臣と会談
10/16	 	安倍総理大臣に表敬

往 木原外務大臣政務官 10/30～10/31 10/31	 	ダンカン国際開発閣外相と会談
来 ロビンソン北アイルラ
ンド自治政府首席相

12/2～12/6 12/2	 	安倍総理大臣に表敬

オーストリア 往 秋篠宮同妃両殿下 6/23 スロバキア御訪問に際しての経由
往 秋篠宮同妃両殿下 6/26 スロベニア御訪問に際しての経由
往 鈴木外務副大臣 6/30～7/1 核セキュリティに関する国際会議出席（7/1）

7/1	 	天野国際原子力機関（IAEA）事務局長と会談
7/1	 	ティマーンス・オランダ外相と会談
7/1	 	モニーツ米国エネルギー長官と会談

往 小野寺防衛大臣 7/29～8/2 7/29	 	天野IAEA事務局長と会談
往 山本内閣特命担当大臣 9/16～9/20 IAEA第57回総会出席（9/16～9/20）

9/16	 	天野IAEA事務局長と会談
9/16	 	モニーツ米国エネルギー省長官と会談
9/16	 	ビゴ・フランス原子力庁長官と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
オランダ 来 コルステンス最高裁判

所長官及び同令夫人
3/25～4/2 4/1	 	天皇皇后両陛下が御引見

往 岸田外務大臣 4/8～4/9 軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）第6回外相会合
出席（4/9）
4/8	 	ティマーマンス外相と会談
4/9	 	ヴェスターヴェレ・ドイツ外相と会談

往 皇太子同妃両殿下 4/28～5/3 ウィレム・アレキサンダー国王陛下即位式御参列（4/30）
往 林農林水産大臣 5/31 ウェストランド市にあるグリーンポート（施設園芸産業

の集積地）視察（5/31）
5/31	 	ダイクスマ農業相と会談

往 甘利経済再生担当大臣 8/4～8/6 8/5	 	アッシャー副首相兼雇用相と会談
8/5	 	カンプ経済相と会談
8/5	 	ダイセルブルム財務相と会談

往 松山外務副大臣 8/27～8/28 平和宮100周年記念式典出席（8/28）
紛争の平和的解決に関する閣僚会議出席（8/28）
8/28	 	ティマーマンス外相に表敬

クロアチア 往 城内外務大臣政務官 1/15～1/16 1/16	 	ヨシポビッチ大統領と会談
1/16	 	プシッチ第一副首相兼外務・欧州問題相と会談

往 秋篠宮同妃両殿下 6/19～6/23 6/20	 	ヨシポビッチ大統領を表敬
6/20	 	ミラノビッチ首相と御接見
6/20	 	レコ国会議長と御接見

往 岸外務副大臣 12/18～12/20 12/19	 	ヨシポビッチ大統領と会談
12/19	 	プシッチ第一副首相兼外務・欧州問題相と会談
12/19	 	レコ国会議長と会談

スイス 往 茂木経済産業大臣 1/26 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）出席（1/26）
往 甘利経済財政担当大臣 1/26 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）出席（1/26）
往 阿部外務大臣政務官 2/25～2/26 第22回人権理事会ハイレベル・セグメント出席（2/26）

軍縮会議（CD）公式本会議出席（2/26）
民主主義共同体運営理事会ハイレベル会合出席（2/26）
2/25	 	アティーヤ・カタール外務担当国務相と会談
2/25	 	ピレー国連人権高等弁務官と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 7/2～7/5 IOC関連行事出席（ローザンヌ）（7/3～7/4）
往 松山外務副大臣 8/29～8/31 欧州合同原子核研究機関（CERN）訪問

8/29	 	デランブロージョ教育・研究・イノベーション
庁長官と会談

スウェーデン 往 鈴木外務副大臣 5/27～5/29 5/28	 	ビョーリング通商担当相と会談
5/28	 	ベルフラーゲ外務副相と会談

往 高円宮妃殿下 6/7～6/10 6/8	 	マデレーン王女殿下結婚式御参列
6/10	 	ウプサラ県知事主催昼食会御出席
6/10	 	ウプサラ大学学長との御懇談

往 根本復興大臣 9/3～9/5 放射線安全機関（SSM）訪問（9/4）
9/4	 	エーカ・スウェーデン環境相と会談

往 木原外務大臣政務官 10/29～10/30 ワクチンと予防接種のための世界同盟（GAVIアライア
ンス）中期レビュー会合出席（10/30）
10/30	 	セズィベラ東アフリカ共同体（EAC）事務局長

と会談
10/30	 	カーシミーUAE国際協力相と会談
10/30	 	レンマルケル・ストックホルム国際平和研究所

（SIPRI）運営理事会理事長と意見交換
スペイン 来 ガルシア・マルガー

ジョ外務・協力相
2/12～2/16 外務省賓客

2/13	 	岸田外務大臣と会談
2/14	 	皇太子殿下と御接見
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ガルシア・エスクデロ
上院議長

2/25～3/1 参議院議長招待
2/25	 	伊吹衆議院議長と会談
2/25	 	平田参議院議長と会談
2/26	 	天皇陛下が御引見

往 皇太子殿下 6/10～6/16 歓迎式典（6/10）
国王王妃両陛下主催午餐会（6/11）
ラホイ首相と御接見（6/12）
フェリペ皇太子同妃両殿下主催晩餐会（6/12）

来 ラホイ首相 10/1～10/3 公式実務訪問賓客
第16回日本・スペイン・シンポジウム出席（10/3）
10/2	 	天皇陛下が御引見
10/3	 	安倍総理大臣と会談

スロバキア 往 秋篠宮同妃両殿下 6/23～6/25 6/24	 	ガシュパロヴィチ大統領を表敬
6/24	 	フィツォ首相と御接見
6/24	 	ラシャーコヴァー国会副議長と御接見
6/25	 	ライチヤーク副首相兼外務・欧州問題相と御接見

スロベニア 来 パホル大統領 3/6～3/9 実務訪問賓客
3/6	 	安倍総理大臣と会談
3/7	 	天皇陛下と御会見

往 秋篠宮同妃両殿下 6/26～6/29 6/27	 	パホル大統領を表敬
6/27	 	ヴェベル国民議会議長と御接見
6/29	 	ブラトゥシュク首相と御接見

セルビア 往 岸外務副大臣 12/16～12/17 12/17	 	ニコリッチ大統領と会談
12/17	 	ダチッチ首相兼内相と会談
12/17	 	ブチッチ第一副首相と会談
12/17	 	ムルキッチ外相と会談

デンマーク 往 松山外務副大臣 5/1～5/2 5/2	 	ヴェステア経済・内務相と会談
5/2	 	デュア貿易・投資相と会談

往 根本復興大臣 9/3 9/3	 	リデゴー気候・エネルギー・建設相と会談
往 甘利経済再生担当大臣 9/6 9/6	 	ヴュステアー経済・内務相との会談

9/6	 	オスタゴー研究・イノベーション高等教育相と
の会談

9/6	 	コリドン財務相との会談
往 新藤総務大臣 9/18 ハンセン都市・住宅地方地域相と会談

ドイツ 往 阿部外務大臣政務官 2/1～2/3 第49回ミュンヘン安全保障会議出席（2/1～2/3）
2/2	 	アイデ・ノルウェー外相と会談
2/3	 	ディ・パオラ・イタリア国防相と会談
2/2	 	リンク・ドイツ外務省国務相と会談
2/1	 	アヤロン・イスラエル副外相と会談

往 城内外務大臣政務官 5/9～5/10 独日協会連合会年次会合（5/10）
5/10	 	ヴルフ前大統領と会談

来 クレッチマン参議院議
長

5/19～5/24 5/20	 	平田参議院議長と会談
5/23	 	皇太子殿下と御接見

ハンガリー 往 岸田外務大臣 8/22～8/24 日・ハンガリー社会保障協定の署名式出席（8/23）
8/23	 	オルバーン首相に表敬
8/23	 	マルトニ外相と会談

来 オルバーン首相及び同
令夫人

11/20～11/23 公式実務訪問賓客
11/21	 	安倍総理大臣と会談
11/22	 	天皇皇后両陛下が御引見

フィンランド 往 松山外務副大臣 5/2～5/3 5/3	 	ストゥブ欧州・外国貿易相と会談
5/3	 	ヴァパーヴオリ経済相と会談

往 小野寺防衛大臣 7/31～8/1 7/31	 	ラトゥ国防次官と会談
8/1	 	カタイネン首相と会談

往 石原環境大臣 7/25 オンカロ放射能廃棄物最終処分場候補地視察（7/25）
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 新藤総務大臣 9/18 9/18	 	ヘノイネン首相府長官と会談

9/18	 	ヴィータネン住宅通信相と会談
来 トゥオミオヤ外相 10/17～10/19 10/18	 	岸田外務大臣と会談

フランス 往 松山外務副大臣 4/29～4/30 第15回日・EUビジネス・ラウンドテーブル（BRT）年
次会合出席（4/29）
4/29	 	ファビウス外相と会談
4/29	 	シュバイツァー日仏パートナーシップ外相特別

代表と会談
来 ファビウス外相 5/7 5/7	 	安倍総理大臣に表敬

5/7	 	岸田外務大臣と会談（第3回日仏外相戦略対話）
往 鈴木外務副大臣 5/29～5/30 OECD閣僚理事会出席（5/29～5/30）
往 林農林水産大臣 5/30～5/31 OECD閣僚理事会出席（5/29～5/30）

WTO非公式閣僚会合出席（5/30）
5/30	 	ル・フォル仏農業・食品産業・森林相と会談
5/30	 	エマーソン・オーストラリア貿易相と会談
5/30	 	グリアOECD事務総長と会談

来 オランド大統領及びト
リエルヴェレール女史

6/6～6/8 国賓
6/7	 	天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐
6/7	 	安倍総理大臣と会談
6/8	 	天皇皇后両陛下による御訪問

来 ファビウス外相 6/6～6/8 オランド大統領に同行
6/6	 	岸田外務大臣と会談

往 阿部外務大臣政務官 8/4～8/5 8/5	 	ベルナール＝ヴァラ国際獣疫事務局（OIE）事
務局長と会談

往 谷垣法務大臣 8/22～8/24 ジャルダン・ド・コカーニュ視察（8/23）
モー・ショコナン行刑センター視察（8/24）
8/23	 	トビラ司法相と会談
8/23	 	ラマンダ破棄院院長と会談

往 彬子女王殿下 9/4 チリ御訪問に際してのお立ち寄り
往 茂木経済産業大臣 9/22～9/23 9/23	 	ブリック貿易相と会談

9/23	 	シュバイツアー外相特別代表と会談
9/23	 	モントブール生産復興相と会談

ベルギー 来 アストリッド王女殿下 4/20～4/24 4/22	 	秋篠宮同妃両殿下並びに佳子内親王殿下と御夕餐
4/23	 	天皇皇后両陛下と御夕餐
4/23	 	皇太子同妃両殿下と御接見
4/23	 	阿部外務政務官との会談

往 松山外務副大臣 8/26～8/27 8/27	 	レンデルス副首相兼外相と会談
8/27	 	ドゥ＝デッケル上院副議長兼国務相と会談

往 茂木経済産業大臣 9/23～9/25 9/24	 	モレイラ欧州議会国際貿易委員会委員長と会談
9/24	 	デ・グフト欧州委員（貿易担当）と会談

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

来 ベチロビッチ下院議長 9/24～9/27 9/24	 	伊吹衆議院議長と会談
来 インツコ上級代表 10/6～10/8 10/7	 	牧野外務大臣政務官に表敬

ポーランド 往 安倍総理大臣 6/15～6/16 「食に関するレセプション」出席（6/15）
「V4+日本」首脳会談出席（6/16）
6/16	 	コモロフスキ大統領と会談
6/16	 	トゥスク首相と会談
6/16	 	オルバーン・ハンガリー首相と会談
6/16	 	フィツォ・スロバキア首相と会談
6/16	 	ネチャス・チェコ首相と会談

来 ピエホチンスキ副首相
兼経済相

10/24～10/27 10/25	 	安倍総理大臣に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 石原環境大臣 11/19～11/23 国連気候変動枠組条約第19回締約国会議（COP19）

出席（11/19～11/23）
京都議定書第9回締約国会合（CMP9）出席（11/19～
11/23）
11/19	 	グローサー・ニュージーランド気候変動問題担

当相と会談
11/19	 	サムオル・カンボジア環境相と会談
11/20	 	デイビー英国エネルギー・気候変動相と会談
11/20	 	コロレツ・ポーランド環境相と会談
11/21	 	エブラカール・イラン副大統領兼環境庁長官と

会談
11/21	 	プルガルビダル・ペルー環境相と会談
11/22	 	尹

ユ ン

成
ソ ン

奎
ギ ュ

韓国環境部長官と会談
ポルトガル 来 ポルタス外相 3/26～3/28 外務省賓客

3/28	 	岸田外務大臣と会談
マケドニア 往 城内外務大臣政務官 3/31～4/1 4/1	 	イヴァノフ大統領と会談

4/1	 	ポポスキー外相と会談
モンテネグロ 往 城内外務大臣政務官 5/7～5/9 5/8	 	ブヤノビッチ大統領に表敬

5/8	 	ジュカノビッチ首相に表敬
5/8	 	ルクシッチ副首相兼外務・欧州統合相と会談

ラトビア 来 ドンブロウスキス首相 4/7～4/10 4/10	 	安倍総理大臣と会談
リトアニア 往 松山外務副大臣 4/30～5/1 4/30	 	オレカス国防相と会談

4/30	 	ベサイテ経済相と会談
4/30	 	ネベロビッチ・エネルギー相と会談
4/30	 	クビリウス前首相と会談
4/30	 	ゲルマナス副外相と会談

ルーマニア 来 コルラツェアン外相 2/26～2/27 外務省賓客
2/26	 	岸田外務大臣と会談

往 谷垣法務大臣 8/17～8/21 8/19	 	コルラツェアン外相と会談
8/19	 	カザンチウク法相と会談
8/20	 	ポンタ首相と会談

往 岸外務副大臣 12/18 12/18	 	オプレア副首相と会談
12/18	 	コルラツェアン外相と会談
12/18	 	ロマン下院外交副委員長（元首相）と会談

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス
アルメニア 往 牧野外務大臣政務官 11/18～11/20 エチミアジン（アルメニア正教総本山）訪問（11/19）

ロシア・アルメニア大学視察（11/19）
日本科学・教育・文化センター「ひかり」視察（11/19）
11/20	 	サルグシャン大統領に表敬
11/20	 	ナルバンジャン外相と会談

カザフスタン 来 イセケシェフ副首相兼
産業技術相

2/17～2/20 閣僚級招へい
第4回日本カザフスタン経済官民合同協議会出席（2/18）
2/19	 	松山外務副大臣と会談

来 マミ上院議長 4/18～4/21 4/18	 	伊吹衆議院議長と会談
4/19	 	安倍総理大臣に表敬
4/19	 	平田参議院議長と会談

キルギス 来 アタムバエフ大統領及
び同令夫人

2/26～3/1 実務訪問賓客
「日本国とキルギス共和国との友好、パートナーシップ
及び協力の更なる深化に関する共同声明」の署名式出
席（2/27）
2/27	 	天皇皇后両陛下と御会見
2/27	 	安倍総理大臣と会談

来 アブディルダエフ外相 2/26～3/1 アタムバエフ大統領に同行
無償資金協力の交換公文署名式出席（2/27）
2/27	 	岸田外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
グルジア 来 パンジキゼ外相 5/19～5/24 5/20	 	城内外務大臣政務官と会談

5/21	 	岸田外務大臣と会談
往 牧野外務大臣政務官
（総理特使）

11/16～11/18 マルグヴェラシヴィリ大統領就任式出席（11/17）
11/17	 	マルグヴェラシヴィリ大統領に表敬
11/17	 	ガリバシヴィリ次期首相に表敬
11/18	 	パンジキゼ外相と会談

タジキスタン 往 城内外務大臣政務官 3/28～3/30 第11回アジア協力対話出席（3/29）
3/28	 	ラフモン大統領に表敬
3/28	 	ザリフィ外相と会談
3/28	 	モニ・バングラデシュ外相と会談
3/29	 	ガルガーシュ・アラブ首長国連邦外務担当国務

相と会談
3/29	 	ペレーラ・スリランカ外務副相と会談
3/29	 	ジン・ヨー・ミャンマー外務副相と会談
3/29	 	イドリソフ・カザフスタン外相と会談
3/29	 	アブディルダエフ・キルギス外相と会談

トルクメニスタン 来 ベルディムハメドフ大
統領

9/11～9/13 公式実務訪問賓客
「日本国とトルクメニスタンとの新たなパートナーシッ
プに関する共同声明」の署名（9/11）
9/11	 	安倍総理大臣と会談
9/12	 	天皇陛下と御会見・宮中午餐

来 メレドフ副首相兼外相 9/11～9/13 ベルディムハメドフ大統領に同行
9/11	 	岸田外務大臣と会談

ロシア 往 麻生副総理兼財務大臣 2/15～2/16 G20財務大臣・中央銀行総裁会議（2/15～2/16）
2/15	 	ショイブレ・ドイツ財務相と会談
2/15	 	ラガルド・IMF専務理事と会談

往 森元総理大臣（総理特
使）

2/20～2/23 2/21	 	プーチン大統領と会談
2/22	 	ナルィシュキン国家院議長と会談

往 安倍総理大臣 4/28～4/30 4/29	 	プーチン大統領と会談
4/30	 	シュヴァロフ第一副首相と会談
4/30	 	ナルィシュキン国家院議長と会談

往 松山外務副大臣 6/19～6/22 サンクトペテルブルク国際経済フォーラム出席（6/21）
グローバルエネルギー賞授賞式典出席（6/21）

往 麻生副総理兼財務大臣 7/19～7/20 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席（7/19～7/20）
往 安倍総理大臣 9/5～9/6 G20サンクトペテルブルク・サミット出席（9/5）

9/5	 	プーチン大統領と会談
9/5	 	オバマ米国大統領と会談
9/5	 	キャメロン英国首相と会談
9/5	 	ルセーフ・ブラジル大統領と会談
9/5	 	フェルナンデス・アルゼンチン大統領と会談

往 松山外務副大臣 9/5～9/6 極東投資会議出席（9/6）
往 麻生副総理兼財務大臣 9/5～9/6 G20サンクトペテルブルク・サミット出席（9/5～9/6）

9/5	 	シン・インド首相と会談
往 松山外務副大臣 9/22～9/29 第17回サハリン石油ガス会議出席（9/24）

第12回国際投資フォーラム「ソチ2013」出席（9/27）
来 ドヴォルコヴィッチ副
首相

10/5～10/6 第10回科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム
（STS）出席（10/6）
10/6	 	安倍総理大臣に表敬

来 ラヴロフ外相 11/1～11/2 外務省賓客
日露外務・防衛閣僚協議「2+2」出席（11/2）
11/1	 	岸田外務大臣と会談
11/2	 	安倍総理大臣に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 茂木経済産業大臣 12/25～12/27 12/25	 	ウリュカエフ経済発展相と会談

12/27	 	ガルシュカ極東発展相と会談
12/26	 	ノヴァク・エネルギー相と会談

（6）中東と北アフリカ
アラブ首長国連
邦

往 城内外務大臣政務官 1/13～1/14 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）第3回総会出席
（1/13～1/14）
1/13	 	リデゴー・デンマーク気候・エネルギー・建設

相と会談
1/13	 	トゥイバカノ・トンガ首相と会談
1/14	 	ガルガーシュア・アラブ首長国連邦外務担当国

務相と会談
往 茂木経済産業大臣 2/10 日アブダビ経済関係強化のための署名式出席（2/10）

2/10	 	マンスール副首相と会談
2/10	 	スウェイディ経済開発庁長官と会談

来 アブダッラー外相 4/22～4/24 4/22	 	安倍総理大臣に表敬
4/22	 	岸田外務大臣と会談

往 阿部外務大臣政務官 4/25 世界ワクチン・サミット出席（4/25）
往 安倍総理大臣 5/1～5/2 日UAE租税条約及び日UAE原子力協定署名式出席（5/2）

ドバイ・メトロ視察（5/2）
5/1	 	ムハンマド・アブダビ皇太子に謁見
5/2	 	ムハンマド副大統領兼首相と会談

アルジェリア 往 城内外務大臣政務官 1/17～1/25 1/17	 	メデルシ外相と会談
1/19	 	ユスフィ・エネルギー相と会談
1/22	 	ウールド・ガブリア内務・地方自治相と会談

往 鈴木外務副大臣（総理
特使）

1/23～1/24 1/23	 	セラル首相と会談
1/23	 	メデルシ外相と会談

来 ベンサラ国民評議会議
長

5/30～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/31	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

イエメン 来 カルビー外相 12/1～12/5 外務省賓客
12/2	 	牧野外務大臣政務官と会談
12/4	 	岸田外務大臣と会談

イスラエル 往 岸田外務大臣 7/24～7/25 ヤド・ヴァシェム（ホロコースト記念館）訪問（7/24）
エルサレム旧市街視察（7/25）
7/24	 	ペレス大統領に表敬
7/24	 	ネタニヤフ首相兼外相と会談
7/24	 	リヴニ司法相及びシャローム地域協力相と会談

イラク 来 ガドバーン首相顧問会
議議長

5/6～5/10 5/8	 	鈴木外務副大臣と会談

来 アバーディー国会財務
委員長

9/11～9/15 外務省招へい
9/13	 	鈴木外務副大臣と会談

往 岸外務副大臣 12/15～12/16 12/15	 	フザーイー副大統領と会談
12/15	 	マーリキー首相に表敬
12/15	 	ズィーバーリー外相と会談
12/16	 	マスウード・バルサンKRG大統領と会談
12/16	 	ファラーフ・ムスタファークルディスタン地域

政府（KRG）外務庁長官と会談
来 シャハリスターニー副
首相

12/15～12/17 第3回日・アラブ経済フォーラム出席（12/16～12/17）
12/17	 	安倍総理大臣に表敬
12/17	 	岸田外務大臣と会談

イラン 往 高村元外務大臣（総理
特使）（日本・イラン友
好議員連盟会長）

9/7～9/8 9/7	 	ザリーフ外相と会談
9/8	 	ローハニ大統領と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 岸田外務大臣 11/9～11/10 11/9	 	ローハニ大統領に表敬

11/9	 	ザリーフ外相と会談
エジプト 来 カンディール首相 6/1～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

6/2	 	安倍総理大臣と会談
来 ファハミ外相 12/18～12/20 12/19	 	岸田外務大臣と会談

12/20	 	安倍総理大臣に表敬
カタール 来 アティーヤ行政監督庁

長官
2/11～2/14 2/12	 	岸田外務大臣による表敬

2/13	 	安倍総理大臣に表敬
往 安倍総理大臣 8/28 日・カタールビジネスフォーラム出席（8/28）

政策対話に関する両国外務省間の覚書署名式出席（8/28）
石油・天然ガス開発に関するJOGMECとQPとの覚書
署名式出席（8/28）
石油・ガス開発関連の研修受け入れに関する千代田化
工とQPとの覚書署名式出席（8/28）
8/28	 	タミーム首長と会談
8/28	 	アブドッラー首相兼内相と会談

来 アティーヤ外相 11/14～11/15 11/15	 	安倍総理大臣に表敬
11/15	 	岸田外務大臣と会談

クウェート 来 アブー・アル・ハサン
首長特使

2/12～2/14 2/13	 	安倍総理大臣に表敬

往 安倍総理大臣 8/26～8/27 高等教育・科学研究分野の協力に関する文部科学省と
高等教育省との覚書署名式出席（8/26）
クウェート国家開発政策対話に関する外務省・経済産
業省・国土交通省と最高計画開発会議事務局の覚書署
名式出席（8/26）
8/26	 	ナッワーフ皇太子に謁見
8/26	 	ジャービル首相と会談
8/26	 	ガーニム国民議会議長と会談

サウジアラビア 往 茂木経済産業大臣 2/9 2/9	 	ジャーセル経済企画相と会談
2/9	 	タウフィーク商工相と会談

来 ハーリド・ビル・スル
タン殿下

3/26～3/29 3/27	 	安倍総理大臣に表敬
3/27	 	岸田外務大臣と会談
3/28	 	秋篠宮殿下と御接見

来 安倍総理大臣 4/30～5/1 キング・アブドルアジーズ大学での政策スピーチ実施（5/1）
4/30	 	アブドッラ－国王と会談（電話）
4/30	 	サルマン皇太子と会談

チュニジア 来 マルズーキ大統領 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

トルコ 往 安倍総理大臣 5/3～5/4 日本トルコ合同経済委員会出席（5/3）
5/3	 	エルドアン首相と会談

往 安倍総理大臣 10/28～10/30 マルマライ・プロジェクト開通式典出席（10/29）
10/29	 	エルドアン首相と会談
10/29	 	ポンタ・ルーマニア首相と会談

バーレーン 来 サルマン皇太子殿下 3/19～3/21 3/21	 	天皇陛下と御会見
3/21	 	皇太子殿下と御接見
3/21	 	高円宮妃殿下と御接見
3/21	 	安倍総理大臣と会談
3/21	 	岸田外務大臣と会談

往 安倍総理大臣 8/24～8/25 8/24	 	ハリーファ首相と会談
8/25	 	ハマド国王と懇談

来 ナーセル殿下 9/25～9/28 9/26	 	秋篠宮殿下と御接見
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（パレスチナ自
治区）

来 ファイヤード首相 2/12～2/15 パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合（CEAPAD
（シーパッド））出席（2/13～2/14）
2/14	 	安倍総理大臣と会談

往 岸田外務大臣 7/24～7/25 ノン・プロジェクト無償資金協力に関する交換公文（E／
N）の署名（7/24）
「平和と繁栄の回廊」構想の第4回4者協議閣僚級会合
出席（7/25）
ジェリコ農産加工団地（JAIP）視察（7/25）
7/24	 	アッバース大統領と会談
7/24	 	マーリキー外務庁長官と会談

モロッコ 来 エル・オトマニ外務・
協力相

5/30～6/2 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	岸田外務大臣と会談

リビア 来 アブドルアジーズ外相 6/1～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/3	 	岸田外務大臣と会談

ヨルダン 往 鈴木外務副大臣 5/25～5/27 シリア難民キャンプ視察（5/26）
中東における世界経済フォーラム出席（5/25～5/26）
5/25	 	サイフ計画・国際協力相と会談
5/26	 	アッバース・パレスチナ自治政府大統領と会談

往 岸田外務大臣 7/25～7/26 シリア難民キャンプ視察（7/26）
7/25	 	アブダッラー国王に謁見拝謁
7/25	 	ハッサン殿下に表敬
7/25	 	ジュデ外相と会談
7/25	 	ヌスール首相に表敬

来 マスリー上院議長 9/18～9/23 参議院議長招待
9/19	 	鈴木外務副大臣と会談
9/19	 	山崎参議院議長と会談
9/20	 	天皇陛下が御引見
9/20	 	安倍総理大臣と会談

来 サイフ計画・国際協力
相

12/15～12/18 第3回日・アラブ経済フォーラム出席（12/16～12/17）
12/15	 	岸田外務大臣と会談

（7）アフリカ
アンゴラ 来 シコティ外相 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

6/2	 	岸田外務大臣と会談
ウガンダ 来 ムセベニ大統領 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

6/2	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

来 アリトゥワラ・カダガ
国民議会議長

10/23～10/27 参議院議長招待
10/24	 	安倍総理大臣を表敬
10/24	 	山崎参議院議長と会談
10/24	 	伊吹衆議院議長と会談

来 トゥムウェバゼ大統領
府担当相

11/4～11/9 閣僚級招へい
11/5	 	三ツ矢外務副大臣と会談

エチオピア 往 松山外務副大臣 1/26～1/29 第20回アフリカ連合（AU）総会出席（1/27～1/28）
アフリカ主導国際マリ支援ミッション（AFISMA）に関
する支援会合出席（1/29）
1/29	 	ファビウス・フランス外相と会談

往 岸田外務大臣 3/16～3/18 TIVAD	V閣僚級準備会合出席（3/16～3/17）
3/16	 	ハイレマリアム首相に表敬
3/16	 	テドロス外相と会談
3/16	 	トラオレ・在外マリ人・アフリカ統合担当相と

会談
往 阿部外務大臣政務官 4/26～4/28 現地経済協力サイトの視察（4/27）
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ハイレマリアム首相及
び同令夫人

5/30～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/31	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席（夫人同伴）

エリトリア 来 ギオルギス国家開発相 5/29～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	岸田外務大臣と会談

ガーナ 往 阿部外務大臣政務官 2/17～2/20 2/18	 	テテ外務・地域統合相と会談
2/19	 	アーサー副大統領と会談

来 マハマ大統領 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/31	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

往 阿部外務大臣政務官 8/5～8/7 8/7	 	ハニー・シェリー・アイテ保健相と会談
8/7	 	クオーティ副外相と会談

カーボヴェルデ 来 ネーヴェス首相 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

ガボン 往 阿部外務大臣政務官 2/19～2/20 2/20	 	アリ・ボンゴ大統領と会談
2/20	 	ンドン・シマ首相と会談
2/20	 	イソゼ・ンゴンデ外務・協力・仏語圏相と会談

来 オンディンバ大統領及
び同令夫人

5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席（夫人同伴）

往 石原外務大臣政務官 11/28～11/30 11/29	 	ンドン・シマ首相と会談
11/29	 	イソゼ・ンゴンデ外務・国際協力・仏語圏

（NEPAD・地域統合担当）相と会談
11/29	 	ルエンベ・デジタル経済・通信・郵政相と会談
11/29	 	ベカレ農業・牧畜・漁業・地方開発相と会談
11/29	 	ンズバ保険相兼産業・鉱山相臨時代行と会談

カメルーン 来 ンガヌ＝ジュメシ経
済・計画・地域開発相

6/1～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	岸田外務大臣と会談

往 阿部外務大臣政務官 8/13～8/15 8/14	 	ヤン首相と会談
8/14	 	アリ副首相兼国会担当相と会談
8/14	 	ンジコンボ外相と会談

ガンビア 来 ジャメ大統領 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

往 阿部外務大臣政務官 8/11～8/12 8/12	 	セディー副大統領と会談
ギニア 来 コンデ大統領 6/1～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

6/1	 	安倍総理大臣と会談
ケニア 来 ルト副大統領 5/30～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

6/3	 	宮中茶会に出席
往 茂木経済産業大臣 8/11～8/13 日ケニア・ビジネスフォーラム出席（8/12）

8/11	 	チルチル・エネルギー石油長官と会談
8/11	 	ルト副大統領と会談

往 河井衆議院議員（総理
特使）

12/11～12/14 ケニア独立50周年記念式典出席（12/12）

コートジボワール 来 ソロ国民議会議長 3/22～3/27 衆議院議長招待
3/25	 	伊吹衆議院議長と会談
3/25	 	平田参議院議長と会談
3/26	 	安倍総理大臣と会談

来 ウワタラ大統領及び同
令夫人

5/30～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/31	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席（夫人同伴）
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コモロ連合 来 イキリル大統領及び同

令夫人
5/30～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

6/2	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席（夫人同伴）

コンゴ共和国 往 阿部外務大臣政務官 2/21～2/22 草の根・人間の安全保障無償資金協力案件の署名式出
席（2/22）
2/22	 	イクエベ外務・協力相と会談
2/22	 	ンヴバ産業開発・民間部門促進国務相と会談
2/22	 	ジョンボ森林経済・持続的開発相と会談
2/22	 	アクアラ・アティポー経済特区担当相と会談
2/22	 	チバンベレラ漁業・水産相と会談

来 イクエベ外務・協力相 5/30～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	岸田外務大臣と会談

往 石原外務大臣政務官 11/25～11/28 11/26	 	サス・ンゲソ大統領と会談
11/26	 	イクエベ外務・協力相と会談
11/26	 	オンドンゴ経済・財政・計画・公共資産・統合

相と会談
11/26	 	ンヴバ産業開発・民間部門促進相と会談
11/26	 	オバ鉱物資源相と会談
11/26	 	アダダ交通・民間航空・海運相と会談
11/26	 	ンボヴィ保健・国民相と会談

コンゴ民主共和
国

来 チバンダ外務・国際協
力・仏語圏相

5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/3	 	岸田外務大臣と会談

往 阿部外務大臣政務官 8/18～8/19 8/19	 	メンデ・メディア・国会関係・新市民権広報相
と会談

8/19	 	バハティ雇用・労働・社会保障相と会談
8/19	 	ヴナバンディ計画・近代化改革執行監督相と会談
8/19	 	カスウェシ国土整備・都市計画・住宅・インフ

ラ・公共事業・再建相と会談
8/19	 	トゥンダ副外相と会談

サントメ・プリン
シペ共和国

来 ウンベリナ・ネト外
務・協力・共同体相

5/30～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	岸田外務大臣と会談

ザンビア 来 サタ大統領 5/29～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/3	 	安倍総理大臣と会談

来 シムウサ外相 10/7～10/12 水銀に関する水俣条約外交会議出席（10/9～10/11）
10/10	 	岸田外務大臣と会談

シエラレオネ 来 コロマ大統領及び同令
夫人

5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席（夫人同伴）

ジブチ 往 阿部外務大臣政務官 4/28 自衛隊派遣海賊対処行動航空隊の活動拠点視察（4/28）
来 ゲレ大統領 5/30～6/2 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

6/1	 	安倍総理大臣と会談
往 安倍総理大臣 8/27 8/27	 	ゲレ大統領と会談

ジンバブエ 来 ムガベ大統領 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	安倍総理大臣と会談

スーダン 来 ヤーシーン財務・経済
担当国務相

5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	岸田外務大臣と会談

スワジランド 来 ムスワティ3世国王王妃
両陛下

5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席（王妃陛下御同伴）

セーシェル 来 ミッシェル大統領 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談

赤道ギニア 来 モレイラ外務協力省長
官

6/1～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	松山外務副大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
セネガル 来 サル大統領 5/30～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

5/31	 	安倍総理大臣と会談
往 阿部外務大臣政務官 8/10～8/11 セネガル日本職業センター視察（8/11）

ソマリア 来 ハッサン大統領 5/30～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/31	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

タンザニア 来 キクウェテ大統領及び
同令夫人

5/29～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/30	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席（夫人同伴）

往 茂木経済産業大臣 8/9～8/10 日・タンザニア・ビジネスフォーラム出席（8/10）
8/9	 	ムホンゴ・エネルギー鉱物相と会談
8/10	 	キクウェテ大統領と会談
8/10	 	メンベ外務国際協力相と会談
8/10	 	キゴダ産業貿易相と会談

チャド 来 デビー大統領 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談

トーゴ 来 ニャシンベ大統領 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

ナイジェリア 来 サンボ副大統領及び同
令夫人

5/30～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席（夫人同伴）

来 ウドマ・駐ラゴス日本
国名誉領事兼ナイジェ
リア大統領府憲法改正
諮問委員会副委員長

9/11～9/16 外務省招待
9/12	 	松山外務副大臣に表敬

ナミビア 来 ポハンバ大統領及び同
令夫人

5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席（夫人同伴）

ニジェール 来 バズム外相 5/31～6/2 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	岸田外務大臣と会談

ブルキナファソ 来 コンパオレ大統領 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/31	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

往 阿部外務大臣政務官 8/7～8/10 8/9	 	コンパオレ大統領と会談
8/9	 	バソレ外務・地域協力相と会談
8/9	 	バリ国民教育識字相と会談
8/9	 	トラオレ通信相と会談

ブルンジ 来 ンクルンジザ大統領 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	安倍総理大臣と会談

ベナン 来 ヤイ大統領及び同令夫
人

2/27～3/3 実務訪問賓客
3/1	 	天皇陛下と御会見（皇后陛下は御不例によりお

取りやめ）
3/1	 	安倍総理大臣と会談

来 ヤイ大統領 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	安倍総理大臣と会談

ボツワナ 往 松山外務副大臣 2/27 2/27	 	ケディキルウェ副大統領と会談
2/27	 	スケレマニ外務国際協力相と会談
2/27	 	マシシ公共政策相と会談

来 カーマ大統領 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談

マラウイ 来 バンダ大統領 5/30～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	安倍総理大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
マリ 来 トラオレ暫定大統領 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

6/3	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

南アフリカ 往 松山外務副大臣 2/28～3/2 第12回日・南アフリカ・パートナーシップ・フォーラ
ム出席（2/28～3/1）
3/1	 	マシャバネ国際関係協力相と会談
3/31	 	エブラヒム国際関係協力副相と会談
3/31	 	マヤキNEPAD（アフリカ開発のための新パー

トナーシップ）計画調整庁長官と会談
来 ズマ大統領及び同令夫
人

5/31～6/4 実務訪問賓客
第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/3	 	宮中茶会に出席
6/4	 	安倍総理大臣と会談

来 シングワナ女性・子供・
障害者副相

9/9～9/12 9/12	 	松山外務副大臣に表敬

往 皇太子殿下 12/9～12/11 故マンデラ元大統領追悼式に御参列（12/10）
往 福田元総理大臣（政府
特派大使）

12/9～12/11 故マンデラ元大統領追悼式参列（12/10）

南スーダン 来 キール大統領 5/30～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/31	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

モザンビーク 往 松山外務副大臣 3/2～3/5 「ナカラ港開発計画」に関する交換公文署名式出席（3/4）
3/3	 	ノールマホメッド鉱物資源副相と会談
3/4	 	コローマ外務協力副相と会談

来 ゲブーザ大統領 5/30～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/31	 	安倍総理大臣と会談
5/31	 	松山外務副大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

来 アイウバ・クエレネイ
ア企画開発相

5/30～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
「投資の相互の自由化、促進及び保護に関する日本国政府
とモザンビーク共和国政府との間の協定」の署名式出席
（6/1）

モーリシャス 来 ラングーラム首相 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/3	 	宮中茶会に出席
6/3	 	安倍総理大臣と会談

モーリタニア 来 ハマディ外務・協力相 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	岸田外務大臣と会談

リベリア 来 サーリーフ大統領 5/29～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/31	 	安倍総理大臣と会談

ルワンダ 来 カガメ大統領 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談

レソト 来 タバネ首相 5/31～6/6 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

（8）国際機関
2015年核兵器不
拡散条約（NTP）
運用検討会議

来 ロマン・モレイ第3回
準備委員会議長

8/19～8/24 外務省招待
8/23	 	松山外務副大臣に表敬

アフリカ開発のた
めの新パートナー
シップ（NEPAD）

来 マヤキ計画調整庁長官 5/30～6/9 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	岸田外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
アフリカ連合
（AU）

来 ドラミニ＝ズマ委員長 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	安倍総理大臣に表敬
6/1	 	岸田外務大臣と会談
6/3	 	宮中茶会に出席

アラブ連盟 来 エルアラビー事務総長 2/12～2/14 パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合（CEAPAD
（シーパッド））出席（2/13～2/14）
2/13	 	岸田外務大臣と会談

アラブ・マグレ
ブ連合（AMU）

来 ベン・ヤヒア事務局長 12/15～12/18 第3回日・アラブ経済フォーラム出席（12/16～12/17）
第2回日マグレブ諸国閣僚懇談会出席（12/17）

欧州連合（EU） 来 ピエバルクス開発担当
欧州委員

5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	岸田外務大臣と会談

来 アシュトン外務・安全
保障政策上級代表兼欧
州委員会副委員長

10/27～11/3 広島県訪問（10/31）
10/28	 	岸田外務大臣と会談

来 バローゾ欧州委員会委
員長

11/18～11/20 11/19	 	天皇陛下が御引見
11/19	 	ファン＝ロンパイ欧州理事会議長とともに安倍

総理大臣と会談（第21回日EU定期首脳協議）
来 ファン＝ロンパイ欧州
理事会議長

11/18～11/20 愛媛県松山市訪問（11/18）
11/19	 	天皇陛下が御引見
11/19	 	バローゾ欧州委員会委員長とともに安倍総理大

臣と会談（第21回日EU定期首脳協議）
北大西洋条約機
構（NATO）

来 ラムスセン事務総長 4/13～4/16 外務省賓客
4/15	 	安倍総理大臣に表敬、日NATO共同政治宣言に

署名
4/15	 	岸田外務大臣と会談

北朝鮮における
人権に関する国
連調査委員会
（COI）

来 カービー委員長 8/27～9/1 8/28	 	岸田外務大臣に表敬

経済協力開発機
構（OECD）

来 グリア事務総長 4/22～4/24 4/22	 	岸田外務大臣と会談
4/24	 	安倍総理大臣に表敬

経済協力開発機
構開発援助委員
会（DAC）

来 ソールハイム議長 12/17～12/20 外務省賓客
12/17	 	木原外務大臣政務官と会談

国際移住機関
（IOM）

来 スウィング事務局長 2/5～2/8 「外国人受入れと社会統合のための国際ワークショップ
－大規模災害と在留外国人－」出席（2/6）
2/6	 	松山外務副大臣と会談
2/7	 	皇太子同妃両殿下と御接見

国際エネルギー
機関（IEA）

来 ファン・デル・フー
フェン事務局長

2/26～2/28 2/27	 	鈴木外務副大臣と会談

来 ファン・デル・フー
フェン事務局長

9/9～9/11 9/10	 	鈴木外務副大臣と会談

来 ファン・デル・フー
フェン事務局長

11/27～11/29 11/28	 	三ツ矢外務副大臣と会談

国際オリンピッ
ク委員会（IOC）

来 バッハ会長 11/19～11/20 11/20	 	安倍総理大臣に表敬

国際海事機関
（IMO）

来 関水事務局長 5/30～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	岸田外務大臣と会談

国際海洋法裁判
所（ITLOS）

来 柳井所長 2/7 2/7	 	岸田外務大臣に表敬

国際家族計画連
盟（IPPF）

来 メレッセ事務局長 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/31	 	阿部外務大臣政務官と会談
6/3	 	安倍総理大臣に表敬
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来 メレッセ事務局長 11/5～11/8 11/5	 	岸外務副大臣に表敬

11/5	 	木原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 1/9～1/13 1/9	 	岸田外務大臣と会談
1/10	 	安倍総理大臣に表敬

来 天野事務局長 10/5～10/13 10/9	 	岸田外務大臣と会談
国際熱帯木材機
関（ITTO）

来 ゼ・メカ事務局長 6/1～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

国際農業開発基
金（IFAD）

来 ヌワンゼ総裁 6/1～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	松山外務副大臣と会談
6/3	 	安倍総理大臣に表敬

国際農業研究協
議 グ ル ー プ
（CGIAR）

来 ワッズワース事務局長 6/1～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

国際労働機関
（ILO）

来 ライダー事務局長 5/15～5/17 5/16	 	安倍総理大臣に表敬
5/16	 	岸田外務大臣に表敬

国連 来 潘基文事務総長 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	岸田外務大臣と会談
6/2	 	安倍総理大臣に表敬

来 イェレミッチ総会議長 8/4～8/7 外務省賓客
広島平和記念式典参列（8/6）
8/5	 	安倍総理大臣に表敬
8/6	 	岸田外務大臣と会談

来 ジョンソン南スーダン
担当国連事務総長特別
代表兼国連南スーダン
共 和国ミッション
（UNMISS）代表

10/26～10/31 戦略的実務者パートナーシップ招聘
10/28	 	岸外務副大臣と会談

国連開発計画
（UNDP）

来 クラーク総裁 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	岸田外務大臣と会談
6/3	 	安倍総理大臣に表敬

来 クラーク総裁 11/21～11/23 11/21	 	皇太子同妃両殿下と御接見
11/22	 	安倍総理大臣に表敬
11/22	 	三ツ矢外務副大臣と会談

国連環境計画
（UNEP）

来 シュタイナー事務局長 10/7～10/11 水銀に関する水俣条約外交会議出席（10/9～10/11）

国連訓練調査研
究所（UNITAR）

来 フェガン＝ワイレス事
務局長

4/22～4/28 4/25	 	松山外務副大臣に表敬

国連工業開発開
発機関（UNIDO）

来 ユムケラー事務局長 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	主要国際機関の長等と岸田外務大臣との昼食会

に出席
国連国際防災戦
略 事 務 局
（UNISDR）

来 ワルストロム特別代表 2/18～2/20 2/20	 	松山外務副大臣に表敬
来 ワルストロム特別代表 10/27～10/31 10/31	 	三ツ矢外務副大臣に表敬

国連砂漠化対処
条 約 事 務 局
（UNCCD）

来 ニャカジャ事務局長 6/1～6/6 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/6	 	阿部外務大臣政務官に表敬

国連児童基金
（UNICEF）

来 レーク事務局長 5/31～6/5 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	主要国際機関の長等と岸田外務大臣との昼食会

に出席
国連食糧農業機
関（FAO）

来 グラツィアーノ事務局長 5/29～6/4 世界農業遺産会議出席（5/30）
第5回アフリカ開発会議（TICADⅤ）出席（6/1～6/3）
6/3	 	安倍総理大臣に表敬
6/3	 	岸田外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
国連人口基金
（UNFPA）

来 オショティメイン事務
局長

5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	松山外務副大臣と会談
6/3	 	安倍総理大臣に表敬

来 オショティメイン事務
局長

11/18 11/18	 	木原外務大臣政務官に表敬

国連世界食糧計
画（WFP）

来 カズン事務局長 5/31～6/2 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1）
5/31	 	阿部外務大臣政務官と会談

国連地域開発セ
ンター（UNCRD）

来 高瀬所長 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

国連テロ対策委
員会

来 スミス執行事務局長 5/19～5/24 5/21	 	城内外務大臣政務官に表敬

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

2/5～2/7 2/5	 	岸田外務大臣に表敬
2/6	 	皇太子同妃両殿下と御接見

来 グテーレス国連難民高
等弁務官

5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣に表敬

来 グテーレス国連難民高
等弁務官

12/3～12/5 12/4	 	安倍総理大臣に表敬
12/4	 	麻生副総理兼財務大臣に表敬

国連人間居住計
画（UN-HABITAT）

来 クロス事務局長 10/17～10/20 都市づくりの将来に関する国際会議に出席（10/20）
10/17	 	木原外務大臣政務官に表敬

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 2/12～2/17 パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合（CEAPAD）
出席（2/14）

来 グランディ事務局長 9/10～9/15 9/12	 	岸田外務大臣に表敬
国連紛争下の性
的暴力担当国連
事務所

来 バングーラ国連事務総
長特別代表

11/18～11/23 外務省賓客
11/18	 	安倍総理大臣に表敬
11/19	 	岸田外務大臣に表敬

国連ボランティ
ア計画（UNV）

来 ディクタス事務総長 3/4～3/9 3/5	 	阿部外務大臣政務官に表敬

来 ディクタス事務局長 5/31～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	岸田外務大臣と会談
6/1	 	松山外務副大臣と会談

来 ディクタス事務局長 11/13～11/15 11/15	 	木原外務大臣政務官に表敬
国連南スーダン
共和国ミッション
（UNMISS）

来 ランザー事務総長特別
副代表（DSRSG）

2/18～2/20 2/19	 	松山外務副大臣に表敬

国連ミレニアム
開 発 目 標
（MDGs）

来 チャカチャカ・アフリ
カ特別大使

5/23～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/30	 	安倍総理大臣に表敬

国連薬物犯罪事
務所（UNODC）

来 フェドートフ事務局長 4/9～4/13 4/9	 	鈴木外務副大臣に表敬

来 フェドートフ事務局長 4/9～4/13 6/3	 	岸田外務大臣に表敬
ジェンダー平等
と女性のエンパ
ワーメントのた
めの国連機関
（UN	Women）

来 プリ代表代行 5/30～6/2 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/1	 	松山外務副大臣と会談

世界エイズ・結
核・マラリア対策
基金（世界基金）

来 ダイブル事務局長 3/9～3/12 3/12	 	松山外務副大臣に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ダイブル事務局長 5/30～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

6/1	 	岸田外務大臣と会談
6/2	 	松山外務副大臣と会談
6/3	 	安倍総理大臣に表敬

世界観光機関
（UNWTO）

来 リファイ事務局長 9/12～9/17 9/13	 	松山外務副大臣に表敬

世界銀行 来 キム総裁 5/31～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
6/2	 	安倍総理大臣と会談
6/2	 	岸田外務大臣と会談

来 キム総裁 12/5～12/6 12/6	 	岸田外務大臣に表敬
世界経済フォー
ラム

来 シュワブ会長及び同令
夫人

11/5～11/9 11/7	 	皇太子同妃両殿下と御接見

世界宗教者平和
会議

来 ベンドレイ事務総長 6/25 6/25	 	岸田外務大臣に表敬

世界保健機関
（WHO）

来 チャン事務局長 5/30～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
人間の安全保障イベントにてスピーチ実施（6/1）
6/1	 	主要国際機関の長等と岸田外務大臣との昼食会

に出席
赤十字国際委員
会（ICRC）

来 マウラー総裁 5/15～5/18 5/16	 	天皇皇后両陛下とお茶
5/16	 	松山外務副大臣に表敬
5/17	 	安倍総理大臣に表敬

地球環境ファシ
リティ（GEF）

来 石井事務局長 6/1～6/4 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）

東南アジア諸国
連合（ASEAN）

来 ミン事務総長 11/5～11/8 外務省賓客
11/5	 	安倍総理大臣に表敬
11/5	 	岸田外務大臣と会談

東南アジア諸国
連 合 議 員 会
（AIPA）

来 パーニー議長 11/25～11/29 参議院議長招待
11/26	 	安倍総理大臣に表敬
11/26	 	山崎参議院議長と会談
11/27	 	伊吹衆議院議長と会談

西アフリカ諸国
経 済 共 同 体
（ECOWAS）

来 ウエドラオゴ委員長 6/1～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）テーマ別会合「平
和構築の強化」においてリードスピーチ実施（6/2）
6/1	 	松山外務副大臣と会談

米州開発銀行
（IDB）

来 モレノ総裁 11/5～11/9 11/6	 	三ツ矢外務副大臣に表敬
11/7	 	安倍総理大臣に表敬
11/8	 	麻生副総理兼財務大臣に表敬

包括的核実験禁
止 条 約 機 関
（CTBTO）

来 ゼルボ事務局長 11/17～11/23 外務省招待
11/20	 	岸田外務大臣と会談

GAVIアライア
ンス（ワクチン
と予防接種のた
めの世界同盟）

来 バークレー事務局長 5/30～6/3 第5回アフリカ開発会議（TICAD	V）出席（6/1～6/3）
5/30	 	安倍総理大臣に表敬（チャカチャカMDGsアフ

リカ特別大使と合同）
6/1	 	主要国際機関の長等と岸田外務大臣との昼食会

に出席
6/2	 	阿部外務大臣政務官と会談

ワシントン条約
（CITES）

来 スキャンロン事務局長 8/20～8/23 シンポジウムの出席のほか関係省庁・民間団体との意
見交換
8/22	 	阿部外務大臣政務官に表敬
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