
国連を中心とする活動への我が国の人的協力 

 

2005 年６月現在 

 

1．1992 年 6 月、国際平和協力法が成立し、自衛隊の部隊を含む我が国要員の国

連平和維持活動等への本格的な参加を可能とする体制が整備された。同法成

立以後、我が国は、8 つの PKO と 5 つの人道的な国際救援活動に要員を派遣

してきている(ゴラン高原における国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)に、現在

要員を派遣中)。これらのうち、カンボジア、モザンビーク、ゴラン高原、

東ティモールの各 PKO 並びにルワンダ難民、東ティモール避難民、アフガニ

スタン難民、イラク難民のための人道的な国際救援活動については、自衛隊

の部隊が参加している。 

 

2．また、1998 年 6 月、同法が改正され、我が国要員を派遣する体制の一層の整

備が図られた。本改正以来、二度にわたりボスニア・ヘルツェゴビナに選挙

管理・選挙監視要員を派遣し、東ティモールの制憲議会議員選挙、大統領選

挙、及びコソボ全域選挙に対し選挙監視要員を派遣する等、国際的な選挙監

視活動を実施している(同法に基づく選挙監視要員派遣は合計 9件(なお、98

年法改正後は 5件))。 

 

3．「我が国の国連平和維持活動への参加」については、平成 16 年 10 月の内閣

府「外交に関する世論調査」によれば、回答者の 7割程度が現状程度又はそ

れ以上の積極的な参加に賛同を示している。これは、現在までの我が国の国

連平和維持活動への協力の実績に対する国民の評価を反映するものと考え

られる。政府としては、今後とも、このような協力への国民の理解と支持が

更に深まっていくよう、国連平和維持活動一般及び我が国の参加の実態に関

する広報努力を続けていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



国際平和協力法に基づく我が国の国際平和協力業務の実績 

 
平成１７年１月現在 

国際平和協力室 
 

 

国連平和維持活動（ＰＫＯ） 

活動 要員 期間 延べ人数

第2次国連アンゴラ監視団 
（UNAVEMⅡ） 

選挙監視要員 92年9月～10月   3人

停戦監視要員 92年9月～93年9月   8人×2
文民警察要員 92年10月～93年7月   75人
施設部隊 92年9月～93年9月  600人×2

国連カンボジア暫定機構 

(UNTAC) 

選挙監視要員 93年5月～6月  41人
司令部要員 93年5月～95年1月  5人×2
輸送調整部隊 93年5月～95年1月  48人×3

国連モザンビーク活動 

（ONUMOZ） 
選挙監視要員 94年10月～11月  15人

国連エル･サルバドル監視団 
（ONUSAL） 

選挙監視要員 94年3月＆4月  15人×2

司令部要員 96年2月～現在  2人×9国連兵力引き離し監視隊 

（UNDOF) 輸送部隊 96年2月～現在  43人×18
国連東ティモール･ミッション 
（UNAMET）   (注) 

文民警察要員 99年7月～9月  3人

施設部隊 2002年3月～5月  680 人国連東ティモール暫定行政機構 

（UNTAET) 司令部要員 2002 年2月～5月  10 人
施設部隊 2002年5月～2004年6月 (UNTAETより引続き 680人) 

＋680人
 ＋522人
 ＋405人

国連東ティモール支援団 

（UNMISET) 

司令部要員 2002年5月～2004年6月 (UNTAETより引続き 10人)
   ＋7人 

   小計 4633人
（注）ＵＮＡＭＥＴは文民警察等から構成される国連の政治ミッション。 

人道的な国際救援活動 

活動 要員 期間 延べ人数

難民救援隊 (23名
の先遣隊を含む) 

94年9月～12月  283人ルワンダ難民救援活動 

空輸隊 94年9月～12月  118人



東ティモール避難民救援活動 空輸隊    99年11月～2000年2月  113人
アフガン難民救援活動 空輸隊 2001年10月  138人
イラク難民救援活動 空輸隊（6名の運航

支援要員を含む） 
2003年3月～4月  56人

イラク被災民救援活動 空輸隊（6名の運航
支援要員を含む） 

2003年7月～8月  104人

   小計 812人
 

 

国際的な選挙監視活動 

活動 要員 期間 延べ人数

ボスニア･ヘルツェゴビナ総選挙･

地方選挙 
選挙管理・ 
監視要員 

98年9月  30人

ボスニア･ヘルツェゴビナ市町村

議会選挙 
投票管理要員 2000年3月～4月  11人

東ティモール制憲議会議員選挙 選挙監視要員 2001年8月～9月  19人
コソボ全域選挙 選挙監視要員 2001年11月  6人
東ティモール大統領選挙 選挙監視要員 2002年4月  8人
   小計 74人

                                                                    

 延べ人数総計 5519人 (但し連絡調整要員の人数を含まない) 

 

 

 



実施国名および実施選挙 選挙実施年月日 選挙監視活動の態様 監視要員総数 我が国要員数

パナマ大統領選挙 89.5.7                  　 ― 　　　― 　　2人

ナミビア制憲議会選挙 89.11.7-11
国連安保理決議に基づく、国連ナミビア独立
支援グループ(UNTAG)による選挙監視団

　　約600人 　　27人

ニカラグア総選挙 90.2.25 国連ニカラグア選挙監視団(ONUVEN) 　　　200人 　　6人

90.12        ―    2人

91.1 　　　― 1人

バングラデシュ総選挙 91.2.27 　　　　　　　　　　―        ― 　　9人

エルサルバドル国会議員選挙 91.3.10 　　　　　　　　　　― 　　約400人 　　4人

ネパール下院総選挙 91.5.12 ネパールの要請に基づき各国が要員を派遣 　　　64人 　　9人

スリナム国会議員選挙 91.5.25
米州機構(OAS)、欧州議会及び各国が監視団を
派遣

　　　54人 　　2人

エチオピア地方選挙 92.6.21
エチオピアの要請に基づき各国が要員を派遣
(国連が調整）

      ― 　　2人

ガーナ大統領選挙 92.11
各国が派遣する要員をガーナが受入(各ドナー
同士で調整)

　約100人 　　3人

ペルー制憲議会選挙      92.11.22 米州機構(OAS)が関与 　 　228人 　　2人

ケニア大統領・国会議員選挙   　 92.12.29 ケニアの要請に基づき各国が要員を派遣    　200人  　4人

エリトリア住民投票 93.4.23-25 国連が関与    約200人 　　2人

ジブチ大統領選挙      93.5.7
ジブチの要請に基づき各国が要員を派遣(国連
が調整)

    　20人 　　1人

パラグアイ大統領選挙      93.5.9 米州機構(OAS)が関与     　40人 　　2人

大統領選挙
約100人
総選挙
約70人

ナイジェリア大統領選挙      93.6.12
ナイジェリアの要請に基づき各国が要員を派
遣

      45人     　1人

マラウイ複数政党制の是非を問う国民
投票

93.6.14 マラウイの要請に基づき各国が要員を派遣      210人     　2人

マダガスカル国会議員選挙 93.6.16
マダガスカルの要請に基づき各国が要員を派
遣

      ―     　1人

93.8.22

93.9.19

ペルー新憲法案国民投票 93.10.31 米州機構(OAS)が関与       ―     　1人

ロシア連邦議会選挙 93.12.12 ロシアの要請に基づき各国が要員を派遣       ―   　 22人

ウガンダ制憲議会選挙 94.3.28 ウガンダの要請に基づき各国が要員派遣 　　 150人 　　　2人

南ア制憲議会選挙    94.4.26-28 南ア等の要請に基づき各国が要員を派遣     2840人   　 22人

マラウイ大統領・議会選挙 94.5.17 マラウイの要請に基づき各国が要員を派遣       ―     　3人

エチオピア制憲議会選挙 94.6.5 エチオピアの要請に基づき各国が要員を派遣       ―     　2人

メキシコ大統領・国会議員選挙 94.8.21 メキシコの要請に基づき各国が要員を派遣       ―       5人

ネパール下院総選挙 94.11.15 ネパールの要請に基づき各国が要員を派遣      127人     　2人

ナミビア国政選挙     94.12.7-8 ナミビアの要請に基づき各国が要員を派遣      146人     　3人

ペルー大統領・国会議員選挙      95.4.9 米州機構(OAS)が関与     　70人     　2人

ハイチ大統領選挙・国会議員・地方選
挙

国連総会決議に基づく国連ハイチ選挙監視団
(ONUVEH)

中央アフリカ大統領選挙・国民議会選
挙

　　1人

中央アフリカの要請に基づき各国が要員を派
遣

国際平和協力法によらない選挙監視活動
平成17年6月28日

( ―は内容が不明なもの)

ブルンジの要請に基づき各国が要員を派遣ブルンジ大統領・総選挙 93.6

     120人     　2人
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実施国名および実施選挙 選挙実施年月日 選挙監視活動の態様 監視要員総数 我が国要員数

エチオピア国政・地方選挙      95.5.7
エチオピアの要請に基づき各国等が要員を派
遣

      ―     　3人

ギニア議会選挙      95.6.11 ギニアの要請に基づき各国が要員を派遣       ―     　1人

ハイチ議会選挙及び地方選挙      95.6.25 米州機構(OAS)が関与    　400人     　5人

アルメニア議会選挙      95.7.5
国連及び欧州安全保障・協力機構(OSCE)が関
与

     100人     　1人

赤道ギニア地方選挙      95.9.17
赤道ギニアの要請に基づき各国が要員を派遣
(国連が調整)

    　17人     　1人

コートジボワール大統領選挙 95.10
コートジボワールの要請に基づき各国が要員
を派遣

     115人     　5人

タンザニア大統領・国民議会選挙 95.10.29 タンザニアの要請に基づき各国が要員を派遣      250人     　6人

グアテマラ大統領選挙・総選挙 95.11.12 米州機構(OAS)等が関与      700人     　1人

カザフスタン上下院議会選挙 95.12.5、9 欧州安全保障・協力機構(OSCE)が関与       ―     　1人

ロシア連邦議会選挙 95.12.17 ロシアの要請に基づき各国が要員を派遣 ― 8人

ハイチ大統領選挙 95.12.17 米州機構(OAS)が関与      300人     　2人

グアテマラ大統領選挙第２回投票（決
定投票）

     96.1.7 米州機構(OAS)等が関与      118人     　3人

パレスチナ評議会・行政機関長官選挙 96.1.20
パレスチナ人側の要請に基づき各国が要員を
派遣

   約650人      77人

96.05.09

96.06.27

バングラデシュ総選挙 96.6.12
バングラデシュの要請に基づき各国が要員を
派遣

　    ―     　9人

ロシア連邦大統領選挙 96.6.16 ロシアの要請に基づき各国が要員を派遣 ― 2人

ボスニア・ヘルツェゴビナ国政・地方
選挙

96.9.14 欧州安全保障・協力機構(OSCE)が関与   　2603人      36人

ニカラグア大統領・国会議員等選挙 96.10.20 米州機構(OAS)が関与   約5600人     　6人

ブルガリア大統領選挙 96.10.27 ブルガリアの要請に基づき各国が要員を派遣 　　　― 　　　2人

マダガスカル大統領選挙 96.11.3
マダガスカルの要請に基づき各国が要員を派
遣

 約12000人     　1人

ルーマニア大統領・国会議員選挙 96.11.3 ルーマニアの要請に基づき各国が要員を派遣       ―     　4人

ルーマニア大統領選挙（決選投票） 96.11.17 ルーマニアの要請に基づき各国が要員を派遣       ―     　4人

ニジェール国民議会選挙 96.11.24 ニジェールの要請に基づき各国が要員を派遣       ―       1人

マダガスカル大統領選挙（第２回） 96.12.29
マダガスカルの要請に基づき各国が要員を派
遣

 約12000人     　1人

パキスタン総選挙 97.2.3 パキスタンの要請に基づき各国が要員を派遣       ―     　4人

東スラヴォニア上院・地方選挙 97.4.13
国連及び欧州安全保障・協力機構(OSCE)が関
与

      ―     　1人

ブルガリア議会選挙 97.4.19 ブルガリアの要請に基づき各国が要員を派遣  200―300人     　3人

クロアチア大統領選挙 97.6.15 欧州安全保障・協力機構(OSCE)が関与    約100人       1人

リベリア大統領・国民議会選挙 97.7.19 リベリアの要請に基づき各国等が要員を派遣 　 約500人     　3人

ボスニア・ヘルツェゴビナ市町村選挙 97.9.13-14 欧州安全保障・協力機構(OSCE)が関与      3180人      29人

ケニア大統領・国会議員選挙 97.12.29-30 ケニアの要請に基づき各国等が要員を派遣       ―     　3人

ドミニカ共和国総選挙 98.5.16 米州機構(OAS)が関与       ―       2人

レソト下院総選挙 98.5.23 レソトの要請に基づき各国が要員を派遣       ―       4人

   約110人ウガンダ大統領選挙及び議会選挙 ウガンダの要請に基づき各国が要員を派遣     　4人
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実施国名および実施選挙 選挙実施年月日 選挙監視活動の態様 監視要員総数 我が国要員数

(第1回)98.5.31       ―       1人

(第2回)   7.12 　　―       1人

カンボジア総選挙 98.7.26
カンボジアの要請に基づき各国等が要員を派
遣

   約550人      32人

パナマ憲法改正に関する国民投票 98.8.30 パナマの要請に基づき各国等が要員を派遣       ―      10人

(第1回)98.11.22       2人

(第2回）12.13

(議会) 99.2.20       ―       3人

(大統領） 2.27 　　 ― 　　　6人

ジブチ大統領選挙 99.4.9 ジブチの要請に基づき各国が要員を派遣       ―       1人

パナマ大統領・議会選挙 99.5.2 パナマの要請に基づき各国等が要員を派遣 　   205人    　10人

99.5.3 　　  63人 派遣せず

99.5.17       64人       8人

南アフリカ総選挙 99.6.2
南アフリカの要請に基づき各国等が要員を派
遣

   約500人       6人

インドネシア総選挙 99.6.7
日、豪、EUが派遣する要員をインドネシアが
歓迎

     579人      20人

マラウイ総選挙 99.6.15 マラウイの要請に基づき各国等が要員を派遣       ―       1人

(第1回)99.10.31       ―       1人

(第2回)99.11.14       ―       1人

(第1回)99.11.7       ―       6人

(第2回)99.12.26 　　 ―       4人

モザンビーク大統領・共和国議会選挙 99.12.3-5
モザンビークの要請に基づき各国が要員を派
遣

      ―       1人

ロシア連邦議会選挙 99.12.19 ロシアの要請に基づき各国が要員を派遣 ― 2人

クロアチア下院議会選挙     00.1.3 欧州安全保障・協力機構(OSCE)が関与       ―       1人

タジキスタン大統領選挙     00.2.27 タジキスタンの要請に基づき要員を派遣       ―       5人

エルサルバドル国会議員・市長選挙     00.3.12
エルサルバドルの要請に基づき各国が要員を
派遣

      ―       5人

(第1回)00.4.9      103人       3人

(第2回)00.5.28       ―       5人

エチオピア下院議員選挙・地方議会選
挙

    00.5.14 エチオピアの要請に基づき各国が要員を派遣       ―       3人

ドミニカ共和国大統領選挙     00.5.16
ドミニカ共和国の要請に基づき各国等が要員
を派遣

      ―       4人

ジンバブエ国民議会選挙     00.6.24-25
各国、EUの監視団をジンバブエが受け入れ、
各国が要員を派遣

    約300人       5人

ウガンダ複数政党制導入についての国
民投票

    00.6.29
ウガンダの要請に基づく米・EU諸国等による
国際監視団に各国が要員を派遣

    約100人       4人

マケドニア地方選挙     00.9.10
欧州安全保障・協力機構(OSCE)/民主制度人権
事務所(ODIHR)及び欧州民主的機構による選挙
監視団に各国等が要員を派遣

     145人       1人

ユーゴスラビア（コソボ）地方選挙     00.10.28
欧州安全保障・協力機構(OSCE)コソボ・ミッ
ションの要請に基づき各国等が要員を派遣

   約2000人       2人

タンザニア大統領・国民議会・地方選
挙

    00.10.29
タンザニアの要請に基づき各国、国際機関が
要員を派遣

    約200人       5人

ニカラグア統一地方選挙     00.11.5
ニカラグアの要請に基づき各国、米州機構
(OAS)、EU等が要員を派遣

      ―       4人

マケドニア大統領選挙

      90人中央アフリカ国民議会選挙
中央アフリカ等の要請に基づき各国等が要員
を派遣

米州機構(OAS)が関与エクアドル大統領選挙

ナイジェリアの要請に基づき各国等が要員を
派遣

ネパールの要請に基づき各国が要員を派遣ネパール下院総選挙

ペルー大統領選挙 ペルーの要請に基づき各国等が要員を派遣

ナイジェリア連邦議会・大統領選挙

欧州安全保障・協力機構(OSCE)が関与

グアテマラの要請に基づき各国が要員を派遣グアテマラ大統領選挙
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実施国名および実施選挙 選挙実施年月日 選挙監視活動の態様 監視要員総数 我が国要員数

アゼルバイジャン総選挙     00.11.5

              （再選挙）     01.1.7

ボスニア・ヘルツェゴビナ国政・地方
選挙

    00.11.11
欧州安全保障・協力機構(OSCE)による選挙管
理活動に要員を派遣

     940人       2人

ルーマニア大統領・議会選挙 　　00.11.26
欧州安全保障・協力機構(OSCE)短期選挙監視
団に要員を派遣

　　　75人 1人

ガーナ大統領選挙     00.12.7

      国民議会選挙     00.12.28

ユーゴスラビア、セルビア共和国議会
選挙

    00.12.23
欧州安全保障・協力機構(OSCE)の要請に基づ
き短期選挙監視要員に各国が要員を派遣

    約320人       1人

    00.12.31       ―       2人

    01.3.21 　　―       1人

ウガンダ大統領選挙     01.3.12
現地外交団による選挙監視員として要員を派
遣

    約110人       4人

ペルー大統領・国会議員選挙     01.4.8
米州機構(OAS)と連携し各国が独自に選挙監視
要員を派遣

      ―       3人

フィジー総選挙 01.8.25-9.1 国連監視団に参加       49人      10人

バングラデシュ総選挙     01.10.1 国連開発計画(UNDP)に参加       ―       7人

ニカラグア大統領・国会議員・中米議
会選挙

    01.11.4 米州機構(OAS)監視団に参加
　　　　72人

(米州機構総数)
      7人

ソロモン総選挙     01.12.5 国際選挙監視団に参加 　　 約80人       5人

カンボジア地方評議会議     02.2.3 　　　　　　　　　―
　　　90人

(EU、豪、瑞)
     18人

ジンバブエ大統領選挙 02.3.9-10 選挙監視要員(5名)の派遣 ― 5人

ウクライナ最高会議選挙（第４回）     02.3.31 独自（投票所監視）      900人       3人

レソト総選挙（98年総選挙のやり直し
選挙）

    02.5.25 (国連選挙支援事務局)UNEASに参加      252人       1人

アゼルバイジャン憲法改正の国投票     02.8.24 独自の選挙監視を実施       ―       1人

マケドニア議会総選挙     02.9.15 欧州安全保障・協力機構(OSCE)に参加      850人       3人

ボスニア・ヘルツェゴビナ国政・地方
選挙

    02.10.5
欧州安全保障・協力機構(OSCE)/民主制度人権
事務所(ODIHR)に参加

    約400人       3人

パキスタン総選挙     02.10.10 　　　　　　　　　―
約200人

(EU、英連邦)
     10人

マダガスカル国民議会選挙     02.12.15 選挙監視団の派遣及び選挙資機材の供与 　　約100人       2人

タンザニア　サンジバル（自治県）議
会補欠選挙

    03.5.18 外務国際協力省国際監視員      200人       1人

ナイジェリア大統領選挙 03.5.19 選挙監視要員(4名)の派遣 約300人 4人

タジキスタン憲法改正の国民投票     03.6.22 現場視察のみ（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞなし） 　　　29人       2人

カンボジア国民議会（下院）総選挙 03.7.27 選挙監視要員(26名)の派遣      約240人      26人

ルワンダ大統領選挙     03.8.25 選挙監視要員（2名）の派遣 　　約230人       2人

ルワンダ上院及び下院議員選挙
03.9.29
-03.10.2

選挙監視要員（2名）の派遣     約270人       2人

アゼルバイジャン大統領選挙 03.10.15 独自の選挙監視を実施 約960人 4人

グアテマラ大統領・国会議員選挙 03.11.9 米州機構(OAS)選挙監視団に参加       ―       8人

グアテマラ大統領選挙決選投票 03.12.28 米州機構(OAS)選挙監視団に参加 　  約170人       5人

グルジア大統領選挙 04.1.4 選挙監視要員(3名)の派遣 　  約450人       3人

グルジア議会比例区再選挙 04.3.28 選挙監視要員(2名)の派遣 約380人 2人

パキスタン地方選挙
パキスタンの要請に基づき各国がオブザー
バーを派遣

現地外交団選挙監視員として要員を派遣(国連
が調整)

欧州安全保障・協力機構(OSCE)による選挙監
視団に要員を派遣

     150人       1人

      3人     200人
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実施国名および実施選挙 選挙実施年月日 選挙監視活動の態様 監視要員総数 我が国要員数

スリランカ総選挙 04.4.2
スリランカ政府の要請に基づき選挙監視要員
(12名)を派遣

約180名 　　12人

インドネシア総選挙 04.4.5 選挙監視要員(23名)の派遣       ― 　　23人

マラウイ総選挙 04.5.18 選挙監視要員(1名)の派遣 ― 1人

インドネシア大統領選挙 04.7.5 選挙監視要員(44名)の派遣 ― 44人

ベネズエラ大統領罷免国民投票 04.8.15 米州機構(OAS)選挙監視団に参加 73人 2人

カザフスタン議会選挙 04.9.19
欧州安全保障・協力機構(OSCE)短期選挙監視
団に監視要員の派遣

約300人 2人

インドネシア大統領選挙決選投票 04.9.20 選挙監視要員の派遣 ― 42人

ボスニア・ヘルツェゴビナ市町村議会
選挙

04.10.2 選挙監視要員の派遣 ２００人 2人

アフガニスタン大統領選挙 04.10.9
合同選挙運営機構の特別招待としてモニタリ
ングを実施

４７１人 5人

パキスタン・ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ大統領選挙在外
選挙

04.10.9 選挙監視団に参加 83人 4人

イラン・ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ大統領選挙在外選挙 04.10.9 選挙監視団に参加 ― 2人

カメルーン大統領選挙 04.10.11 選挙監視要員の派遣 約3000人 4人

エクアドル地方選挙 04.10.17 米州機構(OAS)選挙監視団に参加 58人 1人

ベラルーシ議会選挙 04.10.17 欧州安全保障・協力会議(OSCE)監視団に参加 約270人 1人

ウクライナ大統領選挙第一回投票 04.10.31
欧州安全保障・協力会議(OSCE)への参加及び
独自監視団の派遣

― 7人

マケドニア地方自治体再編法の是非を
巡る国民投票

04.11.7
欧州安全保障・協力会議(OSCE/ODIHR)への短
期監視要員の派遣

約200人 1人

ウクライナ大統領選挙決選投票 04.11.21
欧州安全保障・協力会議(OSCE)への参加及び
独自監視団の派遣

― 10人

モザンビーク大統領・国会議員選挙 04.12.1-2 選挙監視要員の派遣 ― 1人

ボリビア地方選挙 04.12.5 米州機構(OAS)監視団に参加 14人 1人

ガーナ大統領・国会議員選挙 04.12.7 選挙監視要員の派遣 約200人 2人

アゼルバイジャン地方議会選挙 04.12.17 選挙監視要員（１名）の派遣 ― 1人

ウクライナ大統領選挙再投票 04.12.26
欧州安全保障・協力会議(OSCE)への参加及び
独自監視団の派遣

12277人 26人

ウズベキスタン議会選挙 04.12.26 独自の選挙監視を実施（現場視察のみ） ― 4人

パレスチナ自治政府 05.1.9 独自の選挙監視活動 ― 23人

イラク移行国民議会選挙在外選挙 05.1.28-30 ８カ国で監視活動及び報告書の提出 ― 23人

キルギス議会選挙 05.2.27 短期選挙監視要員の派遣 約300人 2人

タジキスタン議会選挙 05.2.27 短期選挙監視要員の派遣 約130人 2人

モルドバ議会選挙 05.3.6. 欧州安全保障・協力会議(OSCE)監視団に参加 150人 2人

キルギス議会選挙 05.3.13 短期選挙監視要員の派遣 約40人 2人

エチオピア国政選挙 05.5.15 ― ― 3人

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ・ﾌﾞｰｹﾞﾝﾋﾞﾙ自治選挙 05.5.20-27 国際選挙監視団への参加 16人 3人

モンゴル大統領選挙 05.5.22 米国と協力して実施 約100人 3人

ブルンジ地方議会選挙 05.6.3 監視要員の派遣 ― 1人
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