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＜記載対象と留意点＞

1．対象期間は2008年 1月 1日から同年12月31日まで。
2．日本の要人の往訪については、原則として皇室、総理大臣、総理大臣特使、閣僚、外務副大臣、外務大臣政務官、衆参
両議院議長による外国訪問を記載。

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

5．要人の肩書は当時のもの。
6．期間はいずれも現地における滞在期間。

往 額賀財務大臣 １/３～１/５ １/４ シン首相に表敬
１/４ ムカジー外相と会談
１/４ チダンバラム財務相と会談

往 小野寺外務副大臣 ４/23～４/24 ４/23 バンサル財務担当国務相と会談
４/23 アハメド外務担当国務相と会談

往 江田参議院議長 ７/１～７/３ ７/２ シン首相と会談
７/２ アンサリ上院議長兼副大統領と会談

来 シン首相及び同令夫人 ７/７～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/９）
７/９ 福田総理大臣に表敬

往 高村外務大臣 ８/３～８/５ ８/４ チダンバラム財務相と会談
８/４ ナート商工相と会談
８/５ アントニー国防相と会談
８/５ ムカジー外相と会談
８/５ シン首相に表敬
８/５ カルザイ・アフガニスタン大統領に表敬

来 シン首相及び同令夫人 10/21～10/23 公式実務訪問賓客
10/22 天皇皇后両陛下に謁見
10/22 麻生総理大臣と会談　

往 行天総理大臣特使 11/11～11/12 11/11 ナイヤール首相府首席次官と会談

往 野上総理大臣特使 11/11～11/12 11/11 ナイヤール首相府首席次官と会談

往 豊田内閣官房参与 12/12 12/12 メノン外務次官と会談
（総理大臣特使） 12/12 アルワリア計画委員会副委員長と会談

12/12 ナート商工相と会談

往 鹿取ASEAN担当大使 12/12 12/12 メノン外務次官と会談
（総理大臣特使） 12/12 アルワリア計画委員会副委員長と会談

12/12 ナート商工相と会談
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2008年１月１日～12月31日

（1）アジア・大洋州
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往 秋篠宮同妃両殿下 １/18～１/24 御訪問
日本インドネシア友好年開会式御臨席（１/20）
１/19 ユドヨノ大統領と御接見
１/19 ユドヨノ大統領主催昼食会
１/19 カッラ副大統領と御接見

往 山崎衆議院議員 １/28～１/29 故スハルト元大統領弔問
（政府特派大使） １/29 カッラ副大統領に表敬

１/29 ギナンジャール地方代表議会議長との会談

来 カッラ副大統領 ２/26～２/29 ２/28 福田総理大臣に表敬

来 ユドヨノ大統領 ７/８～７/10 G8北海道洞爺湖サミット出席（７/９）
７/９ 福田総理大臣と会談

来 ハッサン外相 ７/８～７/10 G8北海道洞爺湖サミット出席（７/９）
ユドヨノ大統領に同行

来 ハッサン外相 ８/27～８/29 外務省賓客
８/27 福田総理大臣に表敬
８/28 高村外務大臣と会談

往 福田前総理大臣 10/31～11/２ インドネシア・日本博覧会2008開会式出席
（11/１）
11/１ ユドヨノ大統領と会談
11/２ カッラ副大統領と会談

往 御法川外務大臣政務官 11/２～11/３ 日本・インドネシア50周年記念セミナー出席
（11/３）
11/３ ハッサン外相に表敬

往 行天総理大臣特使 11/９～11/10 11/10 ユドヨノ大統領に表敬

往 野上総理大臣特使 11/９～11/10 11/10 ユドヨノ大統領に表敬

往 豊田内閣官房参与 12/４～12/５ アジアの経済成長と開発に関する政策についてイ
（総理大臣特使） ンドネシア政府関係者との意見交換

12/５ ハッサン外相と会談
12/５ マリ商業相と会談
12/５ スリ財務兼経済調整相と会談

往 鹿取ASEAN担当大使 12/４～12/５ アジアの経済成長と開発に関する政策についてイ
（総理大臣特使） ンドネシア政府関係者との意見交換

12/５ ハッサン外相と会談
12/５ マリ商業相と会談
12/５ スリ財務兼経済調整相と会談

往 高村前外務大臣 12/９～12/10 バリ民主主義フォーラム閣僚会合出席（12/10）
（総理大臣特使） 12/10 ユドヨノ大統領に表敬

インドネシ
ア

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

来 スミス外相 １/31～２/１ 外務省賓客
１/31 高村外務大臣と会談
２/１ 福田総理大臣に表敬

来 スミス外相 ５/８～５/９ ５/８ 高村外務大臣と会談

オーストラ
リア
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来 ラッド首相及び ６/８～６/12 公式実務訪問賓客
同令夫人 ６/11 天皇皇后両陛下に謁見

６/12 福田総理大臣と会談

来 スミス外相 ６/26～６/28 外務省賓客
第３回日米豪閣僚級戦略対話出席（６/27）
６/27 高村外務大臣と会談

来 ラッド首相 ７/８～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/９）
７/９ 福田総理大臣と会談

往 皇太子殿下 ７/30～７/31 お立ち寄り
８/２～８/３

来 スミス外相 12/18 第２回日豪外務・防衛閣僚協議（２＋２）出席
（12/18）
12/18 麻生総理大臣に表敬
12/18 中曽根外務大臣と会談

オーストラ
リア

来 ハオ・ナムホン副首相 １/15～１/18 日・メコン外相会議出席（１/16）
兼外相 １/16 福田総理大臣に表敬

１/16 高村外務大臣と会談

来 ティア・バニュ副首相 ３/５～３/８ 外務省賓客
兼国防相 ３/７ 高村外務大臣と会談

往 木村外務副大臣 ７/25～７/29 ７/26 ハオ・ナムホン副首相兼外相に表敬
（日本政府選挙監視団団長） ７/29 フン・セン首相に表敬

往 豊田内閣官房参与 12/10 12/10 キアット・チョン副首相兼経済財政担当
（総理大臣特使） 相と会談

往 鹿取ASEAN担当大使 12/10 12/10 キアット・チョン副首相兼経済財政担当
（総理大臣特使） 相と会談

カンボジア

来 アブドゥラ国会議長 １/14～１/18 ASEAN議員会議議員団団長として来日
及び同令夫人 １/16 江田参議院議長と会談

１/16 河野衆議院議長と会談
１/17 天皇皇后両陛下に謁見

往 木村外務副大臣 ５/18～５/20 ミャンマー問題協議
５/19 スリンASEAN事務総長と会談
５/19 ヨー・シンガポール外相との会談

来 ヘン首相府国務相 ５/25～５/31 「身体的活動と高齢者問題に関する第７回世界会
議」出席

往 石破防衛大臣 ５/31～６/１ 第７回アジア安全保障会議出席（５/31）
５/31 リー首相への表敬
５/31 テオ国防相と会談

シンガポー
ル

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

往 高村外務大臣 ７/21～７/25 ASEAN+3外相会議出席（７/22）
東アジア首脳会議（EAS）参加国外相非公式協
議出席（７/22）
日・ASEAN外相会議出席（７/23）
第15回ARF（ASEAN地域フォーラム）閣僚会合
出席（７/24）
７/22 ヨー外相と会談
７/23 スミス・オーストラリア外相と会談

往 豊田内閣官房参与 12/４ 12/４ リー貿易産業担当国務相と会談
（総理大臣特使） 12/４ バラジ外務担当上級国務相と会談

往 鹿取ASEAN担当大使 12/４ 12/４ リー貿易産業担当国務相と会談
（総理大臣特使） 12/４ バラジ外務担当上級国務相と会談

シンガポー
ル

来 ウィクラマナヤケ首相 ９/15～９/18 スリランカ文化遺産展開会式出席（９/16）
９/17 福田総理大臣と会談

スリランカ

来 ニット外相 １/16～１/18 日・メコン外相会議出席（１/16）
１/16 福田総理大臣に表敬
１/17 高村外務大臣と会談

往 木村外務副大臣 ５/５～５/７ ５/６ ノパドン外相と会談

来 ノパドン外相 ５/８～５/10 外務省賓客
タイ・フェスティバルオープニング式典出席
（５/10）
５/９ 高村外務大臣と会談

往 江田参議院議長 ６/28～７/１ ６/30 プミポン国王陛下に謁見
６/30 プラソップスック上院議長と会談
６/30 ソムチャイ副首相兼教育相と会談
６/30 ノパドン外相と会談
７/１ チャイ下院議長と会談

タイ

往 森元総理大臣 １/10～１/11 １/10 李
イ

明
ミョン

博
バク

次期大統領と会談
（総理大臣特使）

往 福田総理大臣 ２/24～２/25 ２/25 李
イ

明
ミョン

博
バク

大統領と会談

来 柳
ユ

明
ミョン

桓
ファン

外交通商部長官 ４/３～４/６ 外務省賓客
４/４ 福田総理大臣に表敬
４/４ 高村外務大臣と会談

来 李
イ

明
ミョン

博
バク

大統領及び ４/20～４/21 公式実務訪問賓客
同令夫人 ４/21 福田総理大臣と会談

４/21 天皇皇后両陛下と御会見

来 柳
ユ

明
ミョン

桓
ファン

外交通商部長官 ４/20～４/21 李
イ

明
ミョン

博
バク

大統領に同行

来 柳
ユ

明
ミョン

桓
ファン

外交通商部長官 ６/14～６/15 日中韓外相会議出席（６/14）
６/14 福田総理大臣に表敬
６/14 高村外務大臣と会談

大韓民国
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往 額賀財務大臣 ６/15～６/17 アジア欧州会合（ASEM）第８回財務大臣会合
出席（６/16）

往 冬柴国土交通大臣 ６/23 日中韓観光大臣会合に出席

来 李
イ

明
ミョン

博
バク

大統領 ７/８～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/９）

来 柳
ユ

明
ミョン

桓
ファン

外交通商部長官 ７/８～７/９ 李
イ

明
ミョン

博
バク

大統領に同行

往 二階経済産業大臣 ８/23～８/25 ８/23 柳
ユ

明
ミョン

桓
ファン

外交通商部長官と会談
８/24 李

イ

允
ユン

鎬
ホ

知識経済部長官と会談

往 行天総理大臣特使 11/６～11/７ 11/６ 姜
カン

萬
マン

洙
ス

企画財政部長官と会談

往 野上総理大臣特使 11/６～11/７ 11/６ 姜
カン

萬
マン

洙
ス

企画財政部長官と会談

来 李
イ

明
ミョン

博
バク

大統領 12/13 日中韓首脳会議出席（12/13）
12/13 麻生総理大臣と会談

来 柳
ユ

明
ミョン

桓
ファン

外交通商部長官 12/13 日中韓首脳会議同席（12/13）

往 豊田内閣官房参与 12/22～12/23 12/22 金
キム

星
ソン

煥
ファン

青瓦台外交安保首席と会談
（総理大臣特使） 12/22 金

キム

宗
ジョンフン

外交通商部通商交渉本部長と会談
12/22 李

イ

允
ユン

鎬
ホ

知識経済部長官と会談

往 鹿取ASEAN担当大使 12/22～12/23 12/22 金
キム

星
ソン

煥
ファン

青瓦台外交安保首席と会談
（総理大臣特使） 12/22 金

キム

宗
ジョンフン

外交通商部通商交渉本部長と会談
12/22 李

イ

允
ユン

鎬
ホ

知識経済部長官と会談

大韓民国

来 唐
とう

家
か せん

国務委員 ２/20～２/24 外務省賓客
２/21 福田総理大臣に表敬
２/21 高村外務大臣と会談

往 宇野外務大臣政務官 ３/14～３/16 日中青少年友好交流年開幕式出席（３/14）

往 鴨下環境大臣 ４/12～４/14 ボアオ・アジア・フォーラム第７回年次総会出席
（４/12）
４/12 胡

こ

錦濤
きんとう

国家主席に表敬

来 楊潔
ようけつ ち

外交部長 ４/17～４/20 外務省賓客
４/17 高村外務大臣と会談
４/18 福田総理大臣に表敬

来 胡
こ

錦濤
きんとう

国家主席及び ５/６～５/10 国賓
同令夫人 日中青少年友好交流年開幕式出席（５/８）

５/７ 福田総理大臣と会談
５/７ 天皇皇后両陛下と御会見、宮中晩餐

来 戴秉国
たいへいこく

国務委員 ５/６～５/10 胡
こ

錦濤
きんとう

国家主席に同行

来 楊潔
ようけつ ち

外交部長 ５/６～５/10 胡
こ

錦濤
きんとう

国家主席に同行

来 楊潔
ようけつ ち

外交部長 ６/14～６/15 日中韓外相会議出席（６/14）
６/14 高村外務大臣と会談

来 胡
こ

錦濤
きんとう

国家主席 ７/７～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/９）
７/９ 福田総理大臣と会談

往 河野衆議院議長 ７/24～７/25 ７/25 唐登傑
とうとうけつ

上海市副市長と会談

中華人民共
和国

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

往 鈴木文部科学大臣 ８/７～８/９ 北京オリンピック開幕式出席（８/８）

往 二階経済産業大臣 ８/７～８/９ 北京オリンピック開会式出席（８/８）
８/７ 張

ちょう

平
へい

国家発展改革委員会主任と会談
８/９ 賈

か

慶林
けいりん

全国政治協商会議主席と会談

往 福田総理大臣 ８/８～８/９ 北京オリンピック開幕式出席（８/８）
８/８ 胡

こ

錦濤
きんとう

国家主席と会談
８/８ 温

おん

家
か

宝
ほう

国務院総理と会談

往 高村外務大臣 ８/16～８/18 ８/17 楊潔
ようけつ ち

外交部長と会談
８/17 戴秉国

たいへいこく

国務委員と会談

往 河野衆議院議長 ８/16～８/19 ８/18 呉
ご

邦国
ほうこく

全人代常務委員長と会談
８/18 陳徳銘

ちんとくめい

商務部長と会談

往 西村外務大臣政務官 ９/６～９/７ パラリンピック開幕式出席（９/６）

往 西村外務大臣政務官 ９/10 ９/10 盧
ろ

雍政
ようせい

中華全国青年連合会副主席と会談

往 麻生総理大臣 10/23～10/25 アジア欧州会合第７回首脳会合（ASEM7）出席
（10/24～10/25）
10/24 胡

こ

錦濤
きんとう

国家主席と会談
10/24 温

おん

家
か

宝
ほう

国務院総理と会談
10/24 李

イ

明
ミョン

博
バク

韓国大統領と会談
10/24 メルケル・ドイツ首相と会談
10/25 ベルルスコーニ・イタリア首相と会談
10/25 サルコジ・フランス大統領と会談

往 舛添厚生労働大臣 11/１～11/２ 第２回日中韓三国保健大臣会合出席（11/２）
11/２ 陳竺

ちんじく

衛生部長と会談

来 温
おん

家
か

宝
ほう

国務院総理 12/13 日中韓首脳会議出席（12/13）
12/13 麻生総理大臣と会談

来 楊潔
ようけつ ち

外交部長 12/13 日中韓首脳会議同席（12/13）

往 橋本外務副大臣 12/19～12/20 日中青少年友好交流年閉幕式出席（12/20）
12/20 温

おん

家
か

宝
ほう

国務院総理と会談

中華人民共
和国

来 セベレ首相 ３/25～３/28 実務訪問賓客
３/27 福田総理大臣と会談
３/27 天皇陛下に謁見

往 皇太子殿下 ７/31～８/２ 御訪問
ラバカ皇太子殿下主催夕食会（７/31）
トゥポウ５世陛下戴冠式御参列（８/１）
トゥポウ５世陛下と御接見（８/１）
セベレ首相主催昼食会（８/１）

トンガ

来 クラーク首相 ５/13～５/15 ５/14 福田総理大臣と会談ニュージー
ランド
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往 高村外務大臣 ５/２～５/４ ５/３ ギラーニ首相と会談
５/３ ムシャラフ大統領と会談
５/３ クレーシ外相と会談

パキスタン

来 チョードリー選挙管理 ２/24～２/28 外務省賓客
内閣外務担当顧問 ２/25 高村外務大臣と会談

２/26 町村官房長官に表敬

バングラデ
シュ

往 宇野外務大臣政務官 ７/16～７/18 ７/15 コイララ首相と会談
７/15 ダハール・マオイスト委員長と会談
７/16 プラダン外相と会談

ネパール

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

来 ダ・コスタ外相 ５/１ ５/１ 高村外務大臣と会談

往 宇野外務大臣政務官 ５/４～５/５ ５/５ ラモス・ホルタ大統領に表敬
５/５ グスマン首相兼国防・治安相に表敬

往 江田参議院議長 ６/26～６/28 国民議会招待
６/26 デ・アラウジョ国民議会議長と会談
６/27 ラモス・ホルタ大統領に表敬
６/27 グスマン首相兼国防・治安相に表敬

往 御法川外務大臣政務官 11/１～11/２ 11/１ グスマン首相兼国防・治安相に表敬
11/２ ラモス・ホルタ大統領に表敬

東ティモー
ル

往 豊田内閣官房参与 11/27～11/29 11/28 テベス財務長官と会談
（総理大臣特使） 11/28 黒田アジア開発銀行総裁と会談

往 鹿取ASEAN担当大使 11/27～11/29 11/28 テベス財務長官と会談
（総理大臣特使） 11/28 黒田アジア開発銀行総裁と会談

来 ロムロ外務長官 12/11～12/12 日・フィリピン経済連携協定発効に際する第１回
合同委員会出席（12/11）
日・フィリピン外相会談出席（12/11）
12/11 麻生総理大臣に表敬

フィリピン

往 宇野外務大臣政務官 ５/２～５/３ ブルネイ政府関係者との意見交換

来 モハメッド・ボルキア ７/28～７/31 日・ブルネイ経済連携協定発効に際する第１回
外務貿易相及び 合同委員会出席（７/31）
同令夫人 日・ブルネイ外相会談出席（７/31）

７/31 天皇皇后両陛下と御会見

ブルネイ

来 キエム副首相兼外相 １/16～１/18 日・メコン外相会議出席（１/16）
１/16 福田総理大臣に表敬
１/16 高村外務大臣と会談

ベトナム
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要
人
往
来

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

来 チョン国会議長及び ３/16～３/20 衆議院招待
同令夫人 ３/17 天皇皇后両陛下に謁見

３/18 河野衆議院議長と会談
３/18 江田参議院議長と会談

来 ニャン副首相兼教育訓 ３/23～３/28 外務省賓客
練相 ３/25 高村外務大臣と会談

来 ハイ副首相 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 高村外務大臣と会談

往 高村外務大臣 ７/25 日越協力委員会第２回会合出席（７/25）
７/25 チエット国家主席に表敬
７/25 キエム副首相兼外相と会談
７/25 ニャン副首相兼教育訓練相と会談

来 ヴィエット共産党政治 ９/16～９/21 ベトナムフェスティバル2008出席
局員（越日友好議員連 （９/19～９/21）
盟会長） ９/19 江田参議院議長と会談

９/19 高村外務大臣と会談

往 豊田内閣官房参与 12/９ 12/９ フック計画投資相と会談
（総理大臣特使） 12/９ ニン財務相と会談

往 鹿取ASEAN担当大使 12/９ 12/９ フック計画投資相と会談
（総理大臣特使） 12/９ ニン財務相と会談

往 西村外務大臣政務官 12/10 12/10 フック計画投資相と会談
12/10 ソン外務次官と会談

ベトナム

来 トメイン大統領及び ４/７～４/11 実務訪問賓客
同令夫人 ４/７　高村外務大臣と会談

４/８　天皇皇后両陛下と御会見
４/10 福田総理大臣と会談

マーシャル

来 アブドゥラ首相 ５/22～５/24 第14回国際交流会議「アジアの未来」出席
（５/23）
５/23 福田総理大臣と会談

往 豊田内閣官房参与 12/11 12/11 デヴァマニー首相府副相（マクロ経済政
（総理大臣特使） 策担当）と会談

12/11 ノル第二財務相と会談

往 鹿取ASEAN担当大使 12/11 12/11 デヴァマニー首相府副相（マクロ経済政
（総理大臣特使） 策担当）と会談

12/11 ノル第二財務相と会談

マレーシア

来 モリ大統領 11/７～11/11 11/10 麻生総理大臣と会談
11/10 中曽根外務大臣と会談

ミクロネシ
ア
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

来 ニャン・ウイン外相 １/15～１/18 日・メコン外相会議出席（１/16）
１/16 福田総理大臣に表敬
１/17 高村外務大臣と会談

往 木村外務副大臣 ５/17～５/18 サイクロン被災に関する緊急支援物資引渡し式典
出席（５/18）
５/18 ニャン・ウイン外相と会談
５/18 チョウ・ミン保健相と会談
５/18 ソー・ター国家計画・経済開発相と会談

往 宇野外務大臣政務官 ５/24～５/26 サイクロン被害に関するプレッジング会合出席
（５/25）
５/25 潘

パン

基
ギ

文
ムン

国連事務総長と会談
５/26 ニャン・ウイン外相と会談
５/26 チョウ・ミン保健相と会談
５/26 テイン・スエ運輸相と会談

ミャンマー

往 御法川外務大臣政務官 11/10～11/11 11/11 ナシード大統領に表敬モルディブ

来 ルンデージャンツャン ２/25～２/29 参議院招待
国家大会議議長及び ２/26 江田参議院議長と会談
同令夫人 福田総理大臣と会談

２/27 天皇皇后両陛下に謁見
２/28 河野衆議院議長と会談

来 オヨーン外相 ３/２～３/７ 外務省賓客
３/３ 高村外務大臣と会談
３/４ 皇太子殿下と御接見

モンゴル

来 トンルン副首相兼外相 １/16～１/19 日・メコン外相会議出席（１/16）
１/16 福田総理大臣に表敬
１/16 高村外務大臣と会談

往 木村外務副大臣 ５/４～５/５ ５/５ ブアソーン首相に表敬
５/５ ケンペン水資源・環境庁長官と会談
５/５ ポンサワット筆頭副外相と会談

来 チュンマリー国家主席 ５/21～５/24 第14回国際交流会議「アジアの未来」出席
兼党書記長及び （５/23）
同令夫人 ５/22 福田総理大臣と会談

５/23 天皇皇后両陛下と御会見

来 トンルン副首相兼外相 ５/21～５/24 第14回国際交流会議「アジアの未来」出席
（５/23）
５/22 高村外務大臣と会談

来 ソムサワート常任 ６/30～７/６ 外務省賓客
副首相 ６/30 秋篠宮殿下と御接見

７/４ 高村外務大臣と会談

往 豊田内閣官房参与 12/３ 12/３ ブアソーン首相と会談
（総理大臣特使） 12/３ シンラボン計画投資相と会談

ラオス
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要
人
往
来

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

往 鹿取ASEAN担当大使 12/３ 12/３ ブアソーン首相と会談
（総理大臣特使） 12/３ シンラボン計画投資相と会談

ラオス

（2）北米

来 エマソン外相 ６/25～６/28 G8外相会合出席（６/26～６/27）
６/26 高村外務大臣と会談

来 ハーパー首相及び ７/６～７/10 G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７～７/９）
同令夫人 ７/６　福田総理大臣と会談

公賓（７/９～７/10）
７/10 福田総理大臣と会談
７/10 天皇皇后両陛下に謁見

来 ミリケン連邦下院議長 ８/31～９/３ G8下院議長会議出席（９/２）
９/１ 天皇陛下に謁見
９/１ 河野衆議院議長と会談

カナダ

来 ライス国務長官 ２/27～２/28 外務省賓客
２/27 福田総理大臣に表敬
２/27 高村外務大臣と会談

往 皇太子殿下 ６/16～６/17 お立ち寄り
６/25～６/26

来 ライス国務長官 ６/26～６/28 G8外相会合出席（６/26～６/27）
６/27 高村外務大臣と会談

往 中山外務大臣政務官 ７/３ 国連経済社会理事会ハイレベル・セグメント出席
（７/３）

来 ブッシュ大統領 ７/６～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７～７/９）
７/６　福田総理大臣と会談

往 茂木金融・行政改革・ ８/27～８/29 ８/27 ストロスカーンIMF専務理事と会談
公務員制度改革担当大 ８/28 コックス米証券取引委員会委員長と会談
臣 ８/28 バーナンキ連邦準備理事会議長と会談

８/28 ガイトナーNY連邦銀行総裁と会談
８/29 パンディット・シティバンクCEOと会談

来 ペローシ下院議長 ８/31～９/２ G8下院議長会議出席（９/２）
９/１ 天皇陛下に謁見
９/１ 河野衆議院議長と会談

往 森元総理大臣 ９/21～９/24 アフリカ開発ニーズに関するハイレベル会合出席
（政府代表） （９/22）

９/23 ピン・アフリカ連合（AU）委員長と会談
９/23 キクウェテ・タンザニア大統領と会談

往 川口元外務大臣 ９/24 CTBTフレンズ外相会合出席（９/24）
（政府代表） 国連「MDGsハイレベル会合」水と衛生に関する

サイドイベント出席（９/24）

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

往 麻生総理大臣 ９/25 第63回国連総会における一般討論演説出席
（９/25）
９/25 ラッド・オーストラリア首相と会談
９/25 潘

パン

基
ギ

文
ムン

国連事務総長と会談
９/25 タラバーニー・イラク大統領と会談

往 中曽根外務大臣 ９/25～９/27 国連「MDGsハイレベル会合」出席（９/25）
第63回国連総会における一般討論演説出席
（９/25）
パキスタンに関するフレンズ・グループ会合出席
（９/26）
ミャンマーに関する「事務総長のフレンズ・グル
ープ」外相会合出席（９/27）
９/25 潘

パン

基
ギ

文
ムン

国連事務総長と会談
９/25 タラバーニー・イラク大統領と会談
９/26 楊潔

ようけつ ち

中国外交部長と会談
９/26 クレーシ・パキスタン外相と会談
９/26 ライス国務長官と会談
９/27 デスコト第63回国連総会議長と会談

往 高村前外務大臣 11/12～11/13 国連総会ハイレベル会合出席（11/13）
（総理大臣特使） 11/12 カルザイ・アフガニスタン大統領と会談

11/13 サバーハ・クウェート首長と会談

往 麻生総理大臣 11/13～11/15 金融・世界経済に関する首脳会合出席
（11/14～11/15）
11/14 ブラウン英国首相と会談

往 中川財務・金融担当大 11/13～11/15 金融・世界経済に関する首脳会合出席
臣 （11/14～11/15）

往 西村外務大臣政務官 12/15～12/18 安保理閣僚級会合出席（12/16）

往 河野衆議院議長 12/28～12/29 アリゾナ記念館献花（12/29）
米国議会関係者との意見交換

米国

往 高円宮妃殿下 ９/22～９/28 御旅行
バードライフ・インターナショナル世界大会御出
席（９/23～９/25、９/27）

アルゼンチ
ン

往 木村外務副大臣 ６/25～６/27 ６/26 レイク＝タック総督に表敬
６/26 スペンサー首相兼外相と会談

アンティグ
ア・バーブ
ーダ

往 高円宮妃殿下 ９/17～９/19 御旅行
バスケス大統領と御接見（９/17）
ウルグアイ日本人移住100周年記念行事御出席
（９/18）

ウルグアイ

（3）中南米
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要
人
往
来

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

往 西村外務大臣政務官 11/22～11/24 11/24 エガス外務・貿易・統合省貿易・統合担
当筆頭次官と会談

11/24 パラシオス鉱山石油相と会談

エクアドル

往 安倍元総理大臣 ５/21～５/24 日・コロンビア外交関係樹立100周年記念式典出席
（５/22）
５/22 ウリベ大統領と会談

往 木村外務副大臣 ５/21～５/23 日・コロンビア外交関係樹立100周年記念式典出席
（５/22）
５/22 ウリベ大統領に表敬
５/22 アラウッホ外相と会談

来 アラウッホ外相 ７/10～７/13 外務省賓客
日・コロンビア外交関係樹立100周年記念文化事
業「黄金の国ジパングとエル・ドラード展」開
会式出席（７/11）
７/11 高村外務大臣と会談

来 サントス副大統領 10/24～11/３ アジア―ラテンアメリカ・カリブ海地域貿易投資
フォーラム出席（10/30）
10/29 中曽根外務大臣と会談

往 中曽根外務大臣 11/20～11/21 公式訪問
11/21 ウリベ大統領と会談

コロンビア

往 木村外務副大臣 ６/23～６/24 ６/24 ボー副首相兼外相と会談ジャマイカ

来 フレイ上院議長及び １/27～２/２ 参議院招待
同令夫人 １/28 参議院議長訪問

１/30 天皇皇后両陛下に謁見
１/30 衆議院議長訪問

チリ

往 高円宮妃殿下 ９/29～10/１ 御旅行
ルゴ大統領と御接見（９/30）

パラグアイ

往 木村外務副大臣 ６/24～６/25 ６/25 シンクラー外務・外国貿易・国際ビジネ
ス相と会談

バルバドス

往 木村外務副大臣 １/15～１/18 「日本・ブラジル交流年」オープニング・レセプ
ション出席（１/15）
１/17 ルーラ大統領に表敬
１/17 アモリン外相と会談
１/17 キナリア下院議長と会談

来 キナリア下院議長 １/28～２/３ 衆議院招待
１/29 河野衆議院議長と会談
１/29 江田参議院議長と会談
１/30 天皇陛下に謁見

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

来 ロウセフ大統領府文官 ４/22～４/26 外務省賓客
長 日本ブラジル交流年・日本人ブラジル移住100周

年記念式典出席（４/24）
４/23 高村外務大臣と会談
４/24 皇太子殿下と御接見
４/24 福田総理大臣と会談

往 若林農林水産大臣 ５/３～５/５ ５/５ ステファネス農牧供給相と会談

往 皇太子殿下 ６/17～６/25 御訪問
ルーラ大統領主催記念式典御臨席（６/18）
連邦議会主催記念式典御臨席（６/18）
ブラジル日本移民100周年記念式祭典御臨席
（６/21）
パラナ州日本人ブラジル移住100周年記念式典
御臨席（６/22）
６/18 ルーラ大統領主催晩餐会
６/18 アルベス上院議長と御接見

往 甘利経済産業大臣 ６/27～７/２ ７/１ ロボン鉱山動力相と会談
７/１ ロウセフ大統領府文官長と会談
７/２ ジョルジ開発商工相と会談
７/２ アモリン外相と会談
７/２ ルーラ大統領と会談

来 ルーラ大統領 ７/８～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/９）
７/９ 福田総理大臣と会談

来 アモリン外相 ７/８～７/９ 政府関係者との意見交換

往 高円宮妃殿下 ９/19～９/22 御旅行

往 西村外務大臣政務官 11/25 第３回児童の性的搾取に反対する世界会議出席
（11/25）
11/25 ルーラ大統領に表敬
11/25 アモリン外相に表敬
11/25 バヌーシ大統領府人権特別長官に表敬

ブラジル

往 西村外務大臣政務官 11/21～11/22 政府関係者との意見交換ベネズエラ

来 ガルシア大統領 ３/16～３/18 公式実務訪問賓客
３/17 天皇陛下と御会見・午餐
３/17 福田総理大臣と会談

来 ガルシア・ベラウンデ ３/16～３/18 ガルシア大統領公式随員
外相 ３/17 高村外務大臣と会談

往 宇野外務大臣政務官 ５/30～６/１ APEC貿易担当大臣会合出席（５/31～６/１）

往 中曽根外務大臣 11/18～11/20 第20回アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議
出席（11/19～11/20）
11/20 キャノン・カナダ外相と会談
11/20 ガルシア・ベラウンデ外相と会談
11/20 柳

ユ

明
ミョン

桓
ファン

韓国外交通商部長官と会談

ペルー
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往 二階経済産業大臣 11/18～11/20 第20回アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議
出席（11/19～11/20）

往 麻生総理大臣 11/21～11/23 第16回アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議
出席（11/22～11/23）
11/21 ガルシア大統領と会談
11/22 ブッシュ米国大統領と会談
11/22 李

イ

明
ミョン

博
バク

韓国大統領と会談
11/22 メドヴェージェフ・ロシア大統領と会談
11/22 胡

こ

錦濤
きんとう

中国国家主席と会談

ペルー

来 カルデロン大統領 ７/７～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/９）
７/９ 福田総理大臣と会談

来 エスピノサ外相 12/６～12/９ 12/８ 皇太子殿下と御接見
12/８ 麻生総理大臣に表敬
12/８ 中曽根外務大臣と会談

メキシコ

（4）欧州

来 ベリシャ首相及び ２/５～２/８ 公式実務訪問賓客
同令夫人 ２/５ 福田総理大臣と会談

２/７ 江田参議院議長と会談
２/７ 河野衆議院議長と会談
２/８ 天皇皇后両陛下に謁見

アルバニア

往 甘利経済産業大臣 １/７～１/８ １/７ ボニーノ国際貿易相と会談
１/７ ベルサーニ経済振興相と会談

往 甘利経済産業大臣 ４/20～４/21 第11回国際エネルギーフォーラム（IEF）出席
（４/21）

往 小池外務大臣政務官 ４/21～４/23 第11回国際エネルギーフォーラム（IEF）出席
（４/22）
４/23 ヴェルネッティ外務政務次官と会談

往 福田総理大臣 ６/２～６/４ 国連食糧農業機関（FAO）主催「世界の食料安
全保障に関するハイレベル会合」出席（６/３）
６/３ ラージャパクサ・スリランカ大統領と会談
６/３ アフマディネジャード・イラン大統領と

会談
６/３ サルコジ・フランス大統領と会談
６/３ ベルルスコーニ首相と会談
６/４ 潘

パン

基
ギ

文
ムン

国連事務総長と会談
６/４ ムバラク・エジプト大統領と会談

往 若林農林水産大臣 ６/２～６/４ 国連食糧農業機関（FAO）主催「世界の食料安全
保障に関するハイレベル会合」出席（６/３～６/４）

来 フラッティーニ外相 ６/25～６/28 G8外相会合出席（６/26～６/27）
６/26 高村外務大臣と会談

イタリア
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来 オグリスコ外相及び ３/24～３/26 外務省賓客
同令夫人 日・ウクライナ協力委員会出席（３/25）

ウクライナ

来 ベルルスコーニ首相 ７/５～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７～７/９）
７/８ 福田総理大臣と会談

往 河野衆議院議長 ７/８～７/11 ７/９ フィーニ下院議長と会談

来 フィーニ下院議長 ９/１～９/２ G8下院議長会議出席（９/２）
９/１　天皇陛下に謁見
９/１　河野衆議院議長と会談

イタリア

来 ブレア前首相 ３/14～３/17 気候変動、クリーンエネルギー及び持続可能な開
発に関する第４回閣僚級対話（グレンイーグルス
対話）出席（３/15）
３/14 福田総理大臣と会談

往 福田総理大臣 ６/２ ６/２ ブラウン首相と会談

往 小野寺外務副大臣 ６/23～６/24 王立国際問題研究所主催「Japan -A f r i c an
Engagement：The outcomes of TICAD IV
and the G8 Hokkaido Toyako Summit」
出席（６/24）

来 ブレア前首相 ６/26～６/28 ６/27 福田総理大臣と会談

来 ミリバンド外務・英連 ６/26～６/28 G8外相会合出席（６/26～６/27）
邦相 ６/26 高村外務大臣と会談

来 ブラウン首相 ７/７～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７～７/９）
７/７ 福田総理大臣と会談

往 増田総務大臣 ７/22～７/23 ７/23 バーナム文化・メディア・スポーツ相と
会談

来 マーティン下院議長 ８/30～９/４ G8下院議長会合出席（９/２）
９/１ 天皇陛下に謁見
９/１ 河野衆議院議長と会談

往 伊藤外務副大臣 ９/15～９/17 日英外交関係開設150周年記念レセプション出席
（９/16）
９/16 ミリバンド外務・英連邦相と会談
９/16 マロック＝ブラウン外務・英連邦閣外相

と会談

来 英国皇太子殿下及び 10/27～10/31 公賓
コーンウォール公爵夫人 10/28 天皇皇后両陛下との御夕食

10/29 麻生総理大臣による表敬
10/30 皇太子同妃両殿下との御夕食

英国
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往 二階経済産業大臣 12/17～12/19 国際省エネ協力パートナーシップ（IPEEC）閣
僚会合出席（12/18）
ロンドン・エネルギー大臣会合出席（12/19）
12/18 ミリバンド・エネルギー・気候変動相と

会談
12/19 マンデルソン・ビジネス・企業・規制改

革相と会談

英国

来 パエト外相 ２/27～３/２ 外務省賓客
２/28 高村外務大臣と会談

エストニア

来 アレキサンダー皇太子 ５/25～５/29 国連「水と衛生に関する諮問委員会第10回会合」
殿下 出席（５/26～５/28）

５/26 福田総理大臣と会談

来 フェルハーヘン外相 10/25～10/28 外務省賓客
10/27 中曽根外務大臣と会談

オランダ

来 メシッチ大統領 ３/４～３/８ 公式実務訪問賓客
３/５ 天皇陛下と御会見・宮中午餐
３/５ 福田総理大臣と会談

クロアチア

往 甘利経済産業大臣 １/24～１/26 WTO非公式閣僚会合出席（１/26）

往 若林農林水産大臣 １/25～１/26 WTO非公式閣僚会合出席（１/26）

往 福田総理大臣 １/25～１/26 「世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）」出
席、特別演説（１/26）
アフリカ問題に関する少人数会合主催（１/26）
１/26 ブレア前英国首相と会談
１/26 クシュパン大統領と会談

往 鴨下環境大臣 １/25～１/26 「世界経済フォーラム年次総会」オープンフォー
ラムClimate Change Divide出席（１/26）

往 渡辺金融担当大臣 １/25～１/26 「世界経済フォーラム年次総会」オープンセッシ
ョンThe Global Economic Outlook 2008出席
（１/26）

往 中山外務大臣政務官 ３/２～３/４ 第７回人権理事会ハイレベルセグメント出席
（３/３～３/４）
ジュネーブ軍縮会議（CD）出席（３/４）
３/３ アルブール国連人権高等弁務官と会談

往 若林農林水産大臣 ７/17～７/30 WTO閣僚会合出席（７/18～７/29）

往 甘利経済産業大臣 ７/18～７/30 WTO閣僚会合出席（７/18～７/29）

スイス
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来 ラインフェルト首相 ４/15～４/18 実務訪問賓客
及び同令夫人 ４/16 天皇皇后両陛下との御所御昼餐

４/16 福田総理大臣と会談

往 宇野外務大臣政務官 ５/28～５/30 イラク・コンパクト第１回年次レビュー閣僚級会
合出席（５/29）

往 塩谷文部科学大臣 12/９～12/12 ノーベル賞授賞式典等出席（12/10～12/11）

スウェーデ
ン

往 額賀財務大臣 ５/５～５/６ アジア開発銀行（ADB）第41回年次総会出席

往 皇太子殿下 ７/16～７/22 御訪問
2008年サラゴサ国際博覧会ジャパンデー
公式行事御臨席（７/21）
水の論壇（国際シンポジウム）御講演（７/21）
７/17 カルロス１世国王王妃両陛下主催夕食会
７/18 サパテロ首相主催御昼食
７/18 フェリペ皇太子同妃両殿下主催夕食会

来 カルロス１世国王王妃 11/９～11/14 国賓
両陛下 11/10 天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐

11/11 天皇皇后両陛下との答礼晩餐
11/12 天皇皇后両陛下との御夕餐

スペイン

来 クラウス大統領 ９/７～９/９ モンペルラン・ソサエティ総会出席（９/７～９/８）
９/８ 福田総理大臣と会談

チェコ

来 メルキオール最高裁判 ３/10～３/15 ３/12 天皇皇后両陛下に謁見
所長官及び同令夫人

デンマーク

往 高村外務大臣 ２/９～２/10 第44回ミュンヘン安全保障会議出席
（２/９～２/10）
２/９ シュタインマイヤー副首相兼外相と会談
２/９ イワノフ・ロシア第１副首相と会談
２/10 ソラナEU理事会事務総長兼共通外交・

安全保障政策上級代表と会談

往 安倍元総理大臣 ４/20～４/21 ハノーバー・メッセ2008開幕式典出席
（総理大臣特使） （４/20～４/21）

４/20 メルケル首相と会談

往 渡海文部科学大臣 ５/５～５/６ アジア欧州会合（ASEM）第１回教育大臣会合
出席（５/５）

ドイツ

来 ヤンシャ首相 ４/21～４/24 公式実務訪問賓客
４/21 天皇陛下に謁見
４/23 福田総理大臣と会談

来 ルーペル外相 ６/26～６/28 G8外相会合出席（６/26～６/27）
６/26 高村外務大臣と会談

スロベニア
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往 鴨下環境大臣 ５/19～５/30 生物多様性条約第９回締約国会議出席

往 福田総理大臣 ６/１～６/２ ６/１ メルケル首相と会談

来 シュタインマイヤー ６/26～６/27 G8外相会合出席（６/26～６/27）
副首相兼外相 ６/27 高村外務大臣と会談

来 メルケル首相 ７/７～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７～７/９）
７/７ 福田総理大臣と会談

来 ラマート連邦議会議長 ８/31～９/４ G8下院議長会議出席（９/２）
９/１ 天皇陛下に謁見
９/１ 河野衆議院議長と会談

ドイツ

往 中山外務大臣政務官 ５/５～５/７ 第３回スーダン・コンソーシアム会合出席
（５/６～５/７）
５/６ ターハ・スーダン副大統領と会談
５/６ アルジャーズ財務・国家経済相と会談
５/６ ベンジャミン南部スーダン政府地域協力

相と会談

往 中曽根外務大臣 12/２～12/３「クラスター弾に関する条約」署名式出席（12/３）
12/３ ストーレ外相と会談
12/３ カルミ＝レ・スイス外相と会談

ノルウェー

来 ゲンツ外相 ３/17～３/19 外務省賓客
３/17 江田参議院議長に表敬
３/17 高村外務大臣と会談
３/18 福田総理大臣に表敬
３/18 皇太子殿下と御接見
３/19 河野衆議院議長に表敬

ハンガリー

来 ヴァンハネン首相 ６/７～６/11 実務訪問賓客
６/10 天皇陛下に謁見
６/10 福田総理大臣と会談

往 伊藤外務副大臣 12/３～12/６ 第16回OSCE外相理事会出席（12/４～12/５）
日・GUAM外相会合出席（12/４）
12/３ ストゥブ外相と会談
12/５ ド・ブリシャンボーOSCE事務総長と会談

フィンラン
ド

来 フィヨン首相及び ４/10～４/13 公式実務訪問賓客
同令夫人 ４/11 天皇皇后両陛下に謁見

４/11 福田総理大臣と会談

来 ジョワイヤンデ協力・ ５/28～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
仏語圏担当長官 ５/29 高村外務大臣と会談

往 木村外務副大臣 ６/３～６/５ 第47回OECD閣僚理事会出席（６/４～６/５）

往 甘利経済産業大臣 ６/４～６/５ 第47回OECD閣僚理事会出席（６/４～６/５）
WTO非公式閣僚会合出席（６/５）

フランス
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往 若林農林水産大臣 ６/４～６/７ 第47回OECD閣僚理事会出席（６/５）
WTO非公式閣僚会合出席（６/５）

往 高村外務大臣 ６/11～６/12 アフガニスタン支援国際会合（パリ会合）出席
（６/12）
６/11 クシュネール外務・欧州問題相と会談
６/12 カルザイ・アフガニスタン大統領と会談
６/12 モッタキ・イラン外相と会談

来 クシュネール外務・ ６/26～６/27 G8外相会合出席（６/26～６/27）
欧州問題相

来 サルコジ大統領 ７/６～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７～７/９）

往 河野衆議院議長 ７/６～７/８ ７/７ アコワイエ国民議会議長と会談

来 アコワイエ国民議会議長 ８/31～９/４ G8下院議長会議出席（９/２）
９/１ 天皇陛下に謁見
９/１ 河野衆議院議長と会談

フランス

往 小野寺外務副大臣 ６/24～６/26 ６/25 シコルスキ外相に表敬

来 シコルスキ外相及び 10/１～10/５ 外務省賓客
同令夫人 10/１ 中曽根外務大臣と会談

10/２ 皇太子殿下と御接見

来 カチンスキ大統領及び 12/３～12/５ 公式実務訪問賓客
同令夫人 12/４ 河野衆議院議長と会談

12/４ 江田参議院議長と会談
12/４ 麻生総理大臣と会談
12/４ 中曽根外務大臣に表敬

往 斉藤環境大臣 12/10～12/13 気候変動枠組条約第14回締約国会議（COP14）
及び京都議定書第４回締約国会合（COP/MOP4）
閣僚会合出席（12/11～12/12）

ポーランド

往 西村外務大臣政務官 10/21～10/23 グルジア支援国会合出席（10/22）
10/22 クシュネール・フランス外務・欧州問題

相に表敬

ベルギー

来 ガマ国会議長 ３/１～３/６ 参議院招待
３/３ 天皇陛下に謁見
３/３ 江田参議院議長と会談
３/３ 河野衆議院議長と会談
３/４ 福田総理大臣に表敬

ポルトガル

来 ストラタン副首相兼 １/29～１/31 オピニオンリーダー招待
外務欧州統合相 １/30 高村外務大臣と会談

モルドバ
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要
人
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

来 ユンカー首相 ２/６～２/10 実務訪問賓客
２/７ 福田総理大臣と会談
２/８ 天皇陛下に謁見

ルクセンブ
ルク

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス

往 額賀財務大臣 ７/18～７/20 ７/18 アジモフ第一副首相兼財務相と会談
７/18 カリモフ大統領に表敬
７/20 ノロフ外相と会談
７/20 ガニエフ対外経済関係・投資・貿易相と

会談

ウズベキス
タン

来 ナザルバエフ大統領 ６/18～６/23 公式実務訪問賓客
６/19 天皇陛下と御会見・宮中午餐
６/19 河野衆議院議長と会談
６/19 江田参議院議長と会談
６/20 福田総理大臣と会談

カザフスタ
ン

往 高村外務大臣 ４/12～４/14 ４/14 ラヴロフ外相と会談
フリステンコ産業エネルギー相との間で貿易経済
日露政府間委員会共同議長間会合を開催（４/14）

往 福田総理大臣 ４/25～４/26 ４/26 プーチン大統領と会談
４/26 メドヴェージェフ次期大統領（第一副首

相）と会談

来 メドヴェージェフ大統領 ７/７～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７～７/９）
７/８ 福田総理大臣と会談

来 グルィズロフ国家院議長 ８/31～９/２ G8下院議長会議出席（９/２）
９/１ 天皇陛下に謁見
９/１ 河野衆議院議長と会談

往 西村外務大臣政務官 ９/８～９/９ ハバロフスク市での歌舞伎公演の舞台あいさつ
（９/８）
第５回バイカル経済フォーラム出席（９/９）

来 ラヴロフ外相 11/４～11/５ 11/５ 中曽根外務大臣と会談

往 伊藤外務副大臣 12/６～12/８ 政府関係者との意見交換（12/８）

来 ナルィシュキン大統領 12/９～12/10 12/９ 中曽根外務大臣と会談
府長官 12/９ 麻生総理大臣に表敬

ロシア

来 スパンタ外相 ２/３～２/６ JCMB（共同調整モニタリングボード）政務局長
会合出席（２/６）
２/４ 福田総理大臣に表敬
２/４ 高村外務大臣と会談

アフガニス
タン

（6）中東と北アフリカ
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 甘利経済産業大臣 １/５～１/７ １/５ ムハンマド・アブダビ皇太子殿下と会談
１/６ カーシミー経済相と会談
１/６　ハミリ・エネルギー相と会談

往 小池外務大臣政務官 ２/３ 第４回世界模倣品・海賊版撲滅会議出席

往 上川少子化対策・男女 ５/３～５/４ ドバイ首長国における在留邦人児童教育等に関す
共同参画担当大臣 る意見交換

往 奥田総理大臣特使 ５/19～５/20 ５/19 ムハンマド・アブダビ皇太子殿下と会談
５/20 ハムダーン・ドバイ皇太子殿下と会談

往 額賀財務大臣 ７/16 ７/16 キンディ・アブダビ投資評議会専務理事
と会談

７/16 ターイル財政担当国務相と会談
７/16 ハジェリ・アブダビ投資庁理事と会談

往 中曽根外務大臣 10/18～10/19 拡大中東・北アフリカ（BMENA）構想「未来の
ためのフォーラム」第５回閣僚級会合出席
（10/18）
10/18 アブダッラー外相と会談

往 橋本外務副大臣 10/19 拡大中東・北アフリカ（BMENA）構想「未来の
ためのフォーラム」第５回閣僚級会合出席
（10/19）

アラブ首長
国連邦

来 ウーヤヒア大統領特使 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 高村外務大臣と会談

来 ブーテフリカ大統領 ７/６～７/７ G8北海道洞爺湖サミット拡大会合出席（７/７）
７/７ 福田総理大臣と会談

アルジェリ
ア

往 宇野外務大臣政務官 ６/30～７/１ ６/30 サーレハ大統領と会談
６/30 カルビー外相と会談

イエメン

往 高村外務大臣 ５/４ ５/４ カルザイ大統領に表敬
５/４ スパンタ外相と会談

往 緒方（独）国際協力機構 11/５～11/６ カブール国際空港ターミナル竣工式出席（11/６）
（JICA）理事長 11/６ カルザイ大統領に表敬
（総理大臣特使） 11/６ スパンタ外相と会談

11/６ カヌーニ下院議長と会談

アフガニス
タン

往 中山外務大臣政務官 ２/17～２/18 政府関係者との意見交換

来 オルメルト首相及び ２/25～２/28 公式実務訪問賓客
同令夫人 ２/27 天皇皇后両陛下に謁見

２/27 福田総理大臣と会談
２/27 高村外務大臣による表敬

イスラエル
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人
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

往 甘利経済産業大臣 ６/25 ６/25 マーリキー首相に表敬
６/25 ハーシミー副大統領に表敬
６/25 シャハリスターニ石油相と会談

往 橋本外務副大臣 12/21～12/23 サマーワ大型発電所引き渡し式出席（12/22）
12/21 マーリキー首相に表敬
12/21 アブドゥルマハディー副大統領に表敬

イラク

往 宇野外務大臣政務官 ３/７～３/９ 日本・エジプト科学技術年2008開会式出席
（３/８）
３/８ ヒラール高等教育相兼科学技術研究担当

国務相と会談
３/９ アブルゲイト外相と会談

往 岸田科学技術担当大臣 ５/２～５/４ ５/３ ヒラール高等教育相兼科学技術研究担当
国務相と会談

５/４ カーメル情報通信相と会談

来 アブルゲイト外相 ５/27～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）
５/27 河野衆議院議長と会談
５/28 福田総理大臣に表敬
５/28 高村外務大臣と会談

往 柴山外務大臣政務官 11/25 日本・エジプト科学技術大学設立記念式典出席
（11/25）
11/25 ヒラール高等教育相兼科学技術研究担当

国務相と会談

エジプト

往 小野寺外務副大臣 ６/16 ６/16 シェイフアッタール筆頭外務次官と会談

来 マシャーイー副大統領 11/28 11/28 中曽根外務大臣と会談
兼文化遺産観光庁長官

イラン

来 ハイサム遺産・文化相 ３/31～４/５ 外務省賓客
４/１ 福田総理大臣に表敬
４/１ 高村外務大臣と会談
４/２ 天皇陛下に謁見
４/３ 皇太子殿下と御接見

往 上川少子化対策・男女 ５/４～５/６ ５/５ ハイサム遺産・文化相と会談
共同参画担当大臣

往 奥田総理大臣特使 ７/７～７/８ ７/８ ハイサム遺産・文化相と会談

オマーン

往 奥田総理大臣特使 ５/20～５/21 ５/21 タミーム皇太子殿下と会談

来 アティーヤ副首相兼エ 10/30～11/５ 日・カタール合同経済委員会出席（11/４）
ネルギー工業相 11/４ 麻生総理大臣に表敬

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

往 宇野外務大臣政務官 ３/24～３/25 ３/25 ジャービル第一副首相兼国防相と会談
３/25 ナーセル首相と会談

往 小野寺外務副大臣 ４/21～４/22 第３回イラク周辺国拡大外相会合出席（４/22）
４/22 モッタキ・イラン外相と会談
４/22 ズィーバーリー・イラク外相と会談

往 奥田総理大臣特使 ７/６～７/７ ７/７ サバーハ首長殿下に謁見

往 額賀財務大臣 ７/16～７/17 ７/17 ナーセル首相と会談

来 ナーセル首相 ７/26～７/29 公賓
７/28 福田総理大臣と会談
７/29 河野衆議院議長と会談
７/29 天皇陛下と御会見

クウェート

往 宇野外務大臣政務官 ３/23～３/24 ３/23 マダニ外務担当国務相と会談
３/24 アブドッラー国王陛下に謁見

往 渡海文部科学大臣 ５/２～５/４ ５/３ ナフィーサ高等教育担当国務相と会談

往 奥田総理大臣特使 ５/17～５/18 ５/17 サウード外相と会談
５/18 アブドッラー国王陛下に謁見

往 甘利経済産業大臣 ６/22～６/23 石油産消国会議出席（６/22）
６/22 アブドッラー国王陛下に謁見

往 橋本外務副大臣 10/17～10/18 10/18 アブドッラー国王陛下に謁見
10/18 ゴサイビ経済企画相と会談
10/18 トルキー副外相と会談
10/18 アブドルアジズ石油鉱物資源副相と会談
10/18 スワィエルKACST（キング・アブドル

アジズ科学技術都市）総裁と会談

サウジアラ
ビア

往 御法川外務大臣政務官 11/28～11/30 「モンテレー合意実施レビューのための開発資金
国際会議フォローアップ」会合出席（11/29）
11/30 アティーヤ国際協力担当国務相と会談

カタール

往 宇野外務大臣政務官 ３/９～３/11 政府関係者との意見交換

来 カッラール評議院（上 ４/６～４/11 参議院招待
院）議長及び同令夫人 ４/７ 江田参議院議長に表敬

４/８ 福田総理大臣に表敬
４/８ 河野衆議院議長に表敬
４/９ 天皇皇后両陛下に謁見

来 ガンヌーシ首相 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣に表敬

チュニジア
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来 ギュル大統領及び ６/４～６/８ 公式実務訪問賓客
同令夫人 ６/５ 天皇皇后両陛下と御会見・午餐

６/６ 福田総理大臣と会談
６/６ 河野衆議院議長と会談

トルコ

往 中山外務大臣政務官 ２/17 パレスチナ自治政府要人と会談

往 宇野外務大臣政務官 ７/３ 「平和と繁栄の回廊」構想に関する現場視察

(パレスチ
ナ）

往 中山外務大臣政務官 ２/３～２/４ 政府関係者との意見交換

来 エル・ファシ首相及び ５/27～６/２ TICAD IV出席（５/28～５/30）
同令夫人 ５/27 福田総理大臣に表敬

モロッコ

来 ハーリド外相 ２/５～２/10 外務省賓客
２/６ 河野衆議院議長に表敬
２/６ 皇太子殿下と御接見
２/６ 福田総理大臣に表敬
２/６ 高村外務大臣と会談

来 ザハラーニ下院議長 ６/２～６/７ 衆議院招待
６/３ 河野衆議院議長と会談
６/４ 高村外務大臣と会談

往 奥田総理大臣特使 ７/５～７/６ ７/６ ハマド国王陛下に謁見
７/６ ハリーファ首相に表敬
７/６ ハーリド外相と会談

来 サルマン皇太子殿下 10/８～10/13 10/８ 皇太子同妃両殿下と御接見
10/８ 麻生総理大臣と会談
10/９ 天皇陛下と御会見
10/９ 中曽根外務大臣と会談

バーレーン

来 ハッサン王子 ５/５～５/13 ５/12 天皇皇后両陛下との御昼餐
同妃両殿下 皇太子同妃両殿下と御接見

往 宇野外務大臣政務官 ７/１～７/３ 日本・イラク経済フォーラム出席（７/２）
７/２ ハーシミー・イラク副大統領と会談
７/２ ハリーリ・イラク産業鉱物資源相と会談

来 バシール外相 ７/１～７/４ 「平和と繁栄の回廊」構想第３回４者協議閣僚級
会合出席（７/２）
７/２ 福田総理大臣に表敬
７/２ 高村外務大臣と会談

ヨルダン

往 矢野総理大臣特使 １/15～１/16 １/16 ドス・サントス大統領と会談

来 ディアス・ドス・サン ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
トス首相 ５/29 福田総理大臣と会談

アンゴラ

（7）アフリカ
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

来 ムセベニ大統領 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 福田総理大臣と会談

来 クテサ外相 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）

往 御法川外務大臣政務官 ９/12～９/14 アフリカ貿易・投資促進合同ミッション
９/12 ババ副大統領府担当国務相と会談
９/14 ムセベニ大統領に表敬

ウガンダ

往 森元総理大臣（政府代表）１/30～２/１ 第10回アフリカ連合（AU）総会出席（１/31）
１/30 コナレ・アフリカ連合（AU）委員長と

会談
１/31 メレス首相と会談
２/１ ギルマ大統領と会談

来 メレス首相 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/27 福田総理大臣と会談

来 メレス首相 ７/６～７/８ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７）

往 御法川外務大臣政務官 ９/14～９/16 アフリカ貿易・投資促進合同ミッション
９/15 ギルマ大統領に表敬

往 御法川外務大臣政務官 11/17～11/18 第11回アフリカ・パートナーシップ・フォーラム
（APF）出席（11/17～11/18）
11/18 メレス首相と会談
11/18 ムウェンチャ・アフリカ連合（AU）副

委員長と会談

エチオピア

来 イサイアス大統領 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/27 福田総理大臣と会談

来 オスマン外相 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/27 福田総理大臣と会談

エリトリア

往 中山外務大臣政務官 ４/20～４/22 国連貿易開発会議（UNCTAD）第12回総会出席
（４/20～４/22）
４/22 クフォー大統領と会談
４/22 イェボア副外相と会談

来 クフォー大統領 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/27 福田総理大臣と会談

来 クフォー大統領 ７/６～７/８ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７）

往 御法川外務大臣政務官 ９/１～９/４ 第３回援助効果向上に関するハイレベル・フォー
ラム出席（９/２～９/４）
９/４ クフォー大統領に表敬

往 西村外務大臣政務官 ９/16～９/18 アフリカ貿易・投資促進合同ミッション
９/17 マハマ副大統領に表敬

ガーナ
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要
人
往
来

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

来 ピレス大統領 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 福田総理大臣と会談

カーボヴェ
ルデ

往 小野寺外務副大臣 ３/19～３/20 TICAD IV閣僚級準備会議出席（３/20）

往 高村外務大臣 ３/20～３/21 TICAD IV閣僚級準備会議出席（３/20～３/21）
３/21 ゴンジュ外務・協力・仏語圏相と会談
３/21 ボンゴ大統領に表敬

来 ボンゴ大統領 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/27 福田総理大臣と会談

来 ゴンジュ外務・協力・ ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
仏語圏相

ガボン

来 モタビ経済計画・国土 ５/26～６/１ TICAD IV出席（５/28～５/30）
整備相

カメルーン

来 ンジャイ・セイディ副大 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
統領兼女性問題担当相 ５/28 福田総理大臣に表敬

来 トゥーレ外相 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）

ガンビア

往 小野寺外務副大臣 ３/17～３/18 ３/17 キバキ大統領と会談
３/18 ムショカ副大統領と会談
３/18 ウェタングラ外相と会談

来 キバキ大統領 ５/26～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）
５/27 福田総理大臣と会談

来 ウェタングラ外相 ５/26～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）
５/27 高村外務大臣と会談

往 御法川外務大臣政務官 ９/11～９/12 アフリカ貿易・投資促進合同ミッション
９/11 オディンガ首相と会談
９/12 ルト農業相と会談

ケニア

来 ボウン・ブアブレ国務 ５/25～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
・計画開発相及び ５/27 高村外務大臣と会談
同令夫人

来 バカヨコ外相 ５/25～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）

コートジボ
ワール

来 ヴィエイラ大統領及び ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
同令夫人 ５/27 福田総理大臣と会談

来 カブラル外相 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）

ギニアビサ
ウ
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

来 サンビ大統領 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣と会談

来 ジャファー外相 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）

コモロ

来 サス・ンゲソ大統領 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 福田総理大臣と会談

来 イクエベ外務・仏語圏相 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）

コンゴ共和
国

往 矢野総理大臣特使 １/16～１/18 １/17 カビラ大統領と会談

来 ンクル大統領付国務相 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
及び同令夫人 ５/27 高村外務大臣と会談

来 ニヤムウィシ外務・国 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
際協力相

往 御法川外務大臣政務官 12/２～12/３ コンゴ民主共和国東部情勢に関する意見交換
12/２ ムワンバ外相と会談

コンゴ民主
共和国

来 ペケノ外相 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 高村外務大臣と会談

サントメ・
プリンシペ

来 ムワナワサ大統領 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 福田総理大臣と会談

来 パンデ外相 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/27 福田総理大臣と会談

ザンビア

来 コロマ大統領 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣と会談

来 バングーラ外相 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）

シエラレオ
ネ

来 ゲレ大統領 ５/27～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）
５/28 福田総理大臣と会談

来 ユスフ外務・国際協力相 ５/27～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）

ジブチ

来 ムンベンゲグウィ外相 ５/25～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 高村外務大臣と会談

ジンバブエ

往 矢野総理大臣特使 １/８ １/８　バシール大統領と会談

来 ナーフィア大統領補佐官 ３/３～３/９ 外務省賓客
３/６ 高村外務大臣と会談
３/７ 福田総理大臣に表敬

往 小野寺外務副大臣 ５/３～５/５ ５/５ ナーフィア大統領補佐官と会談
５/５ イスマイール大統領顧問と会談

スーダン
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要
人
往
来

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

往 中山外務大臣政務官 ５/９～５/10 ５/９ サルヴァ・キール第一副大統領兼南部ス
ーダン政府大統領と会談

来 バシール大統領 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 福田総理大臣と会談

来 ケルティ外務担当国務相 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 高村外務大臣と会談

スーダン

来 ムスワティ三世国王王 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
妃両陛下 ５/28 福田総理大臣が謁見

来 ドラミニ外務・貿易相 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/27 福田総理大臣と会談

スワジラン
ド

来 ミッシェル大統領 ５/27～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）
５/28 福田総理大臣と会談

来 ピレー外務・国際協力相 ５/27～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）

セーシェル

来 オンド・ビレ外務・国 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
際協力・仏語圏相 ５/28 高村外務大臣と会談

赤道ギニア

来 ワッド大統領 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/27 福田総理大臣と会談

来 ワッド大統領 ７/５～７/８ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７）

往 西村外務大臣政務官 ９/18～９/20 アフリカ貿易・投資促進合同ミッション
９/19 ワッド大統領に表敬
９/19 サール・エネルギー相と会談
９/19 ンゴム鉱山・産業・中小企業相と会談

セネガル

来 ボジゼ大統領及び ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
同令夫人 ５/27 福田総理大臣と会談

来 コンボ・ヤヤ外相 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）

中央アフリ
カ

来 マリー首相 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣と会談

来 ニネヴィ国務・外務・ ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
地域統合相

トーゴ

往 高村外務大臣 １/４～１/６ １/５ メンベ外務・国際協力相と会談
１/６ キクウェテ大統領に表敬

来 キクウェテ大統領 ７/６～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７）

往 御法川外務大臣政務官 ９/16～９/18 アフリカ貿易・投資促進合同ミッション
９/16 マリマ・エネルギー鉱物副相と会談
９/18 シェイン副大統領に表敬

タンザニア
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来 ジョナサン副大統領 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
及び同令夫人 ５/29 福田総理大臣に表敬

来 ヤラドゥア大統領 ７/６～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７）
及び同令夫人 ７/７ 福田総理大臣と会談

７/８ 皇后陛下と御会見

往 西村外務大臣政務官 ９/14～９/16 アフリカ貿易・投資促進合同ミッション
９/15 ジョナサン副大統領に表敬
９/15 カウラ外務担当国務相と会談
９/15 アジュモゴビア石油担当国務相と会談

ナイジェリ
ア

往 矢野総理大臣特使 １/13～１/14 １/14 ナハス・アングラ首相と会談

来 ポハンバ大統領 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
及び同令夫人 ５/28 福田総理大臣と会談

来 ハウシク外相 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）

ナミビア

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

往 中山外務大臣政務官 ２/４～２/６ ２/５ タンジャ大統領に表敬
（総理大臣特使） ２/５ ウマル首相に表敬

来 ウマル首相 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣と会談

来 ミンダウドゥ外務・協 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
力相

ニジェール

来 コンパオレ大統領 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
及び同令夫人 ５/27 福田総理大臣と会談

来 バソレ外務・域内協力相 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）

ブルキナフ
ァソ

来 ンティセゼラナ第二副 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
大統領及び同令夫人 ５/28 高村外務大臣と会談

５/29 福田総理大臣に表敬

ブルンジ

来 ヤイ大統領及び同令夫人 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/27 福田総理大臣と会談

来 オカンラ外務・アフリ ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
カ統合・仏語圏・在外
ベナン人相

ベナン

来 メラフェ副大統領 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 高村外務大臣と会談
５/29 福田総理大臣に表敬

ボツワナ
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要
人
往
来

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

来 ラヴァルマナナ大統領 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
及び同令夫人 ５/27 福田総理大臣と会談

来 ランジェヴァ外相 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）

マダガスカ
ル

来 ムタリカ大統領 ５/25～６/１ TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/27 福田総理大臣と会談

来 バンダ外相 12/14～12/19 外務省賓客
12/16 中曽根外務大臣と会談

マラウイ

来 トゥーレ大統領及び ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
同令夫人 ５/27 福田総理大臣と会談

来 ウアンヌ外相 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）

マリ

来 ズマ外相 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/30 高村外務大臣と会談

来 ムベキ大統領 ５/27～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）
５/28 福田総理大臣と会談

来 ムベキ大統領 ７/６～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７、７/９）
７/７ 福田総理大臣と会談

南アフリカ
共和国

来 ビービージョン副首相 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
兼公共整備・陸運・海 ５/28 高村外務大臣と会談
運相及び同令夫人

モーリシャ
ス

来 アブダライ大統領 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣と会談

来 フナ外務・協力相 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）

モーリタニ
ア

来 ゲブーザ大統領 ５/26～６/２ TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 福田総理大臣と会談

来 バロイ外務・協力相 ５/26～６/２ TICAD IV出席（５/28～５/30）

モザンビー
ク

来 ジョンソン・サーリー ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
フ大統領 ５/28 福田総理大臣と会談

リベリア

来 カガメ大統領 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/27 福田総理大臣と会談

来 ムセミナリ外務・協力相 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）

往 御法川外務大臣政務官 12/３～12/４ コンゴ民主共和国東部情勢に関する意見交換
12/４ ムリガンデ官房長官と会談

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

来 モシシリ首相及び ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
同令夫人 ５/29 福田総理大臣と会談

来 ツェコア外相 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）

レソト

（8）国際機関

来 伊藤事務局長 11/30～12/４ 国際シンポジウム「海上の安全保障と漁業」出席
（12/１）

アジア海賊
対策地域協
力協定
（ReCAAP）
情報共有セ
ンター
（ISC）

来 カベルカ総裁 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 高村外務大臣と会談

来 カベルカ総裁 10/29～11/１ 10/30 西村外務大臣政務官と会談

アフリカ開
発銀行
（AfDB）

来 ピン委員長 ５/26～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣と会談

来 ピン委員長 ７/６～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７）

アフリカ連
合（AU）

来 ベン・ヤヒア事務局長 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 高村外務大臣と会談

アラブ・マ
グレブ連合
（AMU）

来 ペテリング議長 ２/４～２/８ 衆参両院議長招待
２/８ 天皇陛下に謁見

欧州議会

来 バローゾ欧州委員長 ４/22～４/24 第17回日・EU定期首脳協議出席（４/23）
４/24 天皇陛下に謁見

来 フェレロ＝ヴァルトナ ４/22～４/24 第17回日・EU定期首脳協議出席（４/23）
ー欧州委員

来 ミシェル欧州委員 ５/28～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 高村外務大臣と会談

来 バローゾ欧州委員長 ７/６～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７～７/９）

欧州委員会
（EC）
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要
人
往
来

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

来 グリア事務総長 ４/４～４/７ G8開発大臣会合出席（４/５～４/６）
第10回アフリカ・パートナーシップ・フォーラム
（APF）出席（４/７）
４/７ 高村外務大臣と会談

来 ドイチャー開発援助委 ４/４～４/７ G8開発大臣会合出席
員会（DAC）議長

来 グリア事務総長 ５/10～５/13 G8労働大臣会合出席（５/11～５/12）

来 グリア事務総長 ７/８～７/10 G8北海道洞爺湖サミット出席（７/９）

経済協力開
発機構
（OECD）

来 マッキンレー事務局長 ３/22～３/27 東京平和構築シンポジウム2008出席（３/24）
外国人受入れと社会統合に関する国際シンポジ
ウム（３/25）

来 マッキンレー事務局長 ５/27～５/31 TICAD IV出席（５/28～５/30）

国際移住機
関（IOM）

来 田中事務局長 ３/14～３/17 「気候変動、クリーンエネルギー及び持続可能な
開発に関する第４回閣僚級対話（グレンイーグ
ルズ対話）」出席（３/14～３/16）

来 田中事務局長 ６/５～６/15 G8エネルギー大臣会合及び５か国エネルギー大
臣会合出席（６/７～６/８）
G8財務大臣会合出席（６/13～６/14）
６/11 福田総理大臣に表敬

来 田中事務局長 ７/８～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/９）

来 田中事務局長 10/２～10/５ 10/２ 中曽根外務大臣に表敬

国際エネル
ギー機関
（IEA）

来 ミトロプロス事務局長 10/20～10/22 国際海事機関（IMO）60周年記念事業出席
（10/21）

国際海事機
関（IMO)

来 グリア事務局長 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）

来 グリア事務局長 ７/１～７/４ 人口と持続可能な開発に関するG8国際国会議員
会議出席（７/２～７/３）

来 グリア事務局長 11/２～11/７ 保健システム強化に向けたグローバル・アクショ
ンに関する国際会議出席（11/３～11/４）

国際家族計
画連盟
（IPPF）

来 ファン・デル・メール 10/28～11/１ 21世紀パートナーシップ促進招へい
事務局長 政府・経済関係者等との意見交換

国際科学技
術センター
（ISTC）

来 ストロス・カーン専務 ２/７～２/10 ７か国財務大臣・中央銀行総裁会議出席（２/９）
理事 ２/８ 福田総理大臣と会談

来 ストロス・カーン専務 ７/８～７/10 G8北海道洞爺湖サミット出席（７/９）
理事

国際通貨基
金（IMF）
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来 トゥーレ事務総局長 ６/18～６/22 ６/20 福田総理大臣に表敬国際電気通
信連合
（ITU)

来 ボーゲ総裁 ５/28～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣に表敬

国際農業開
発基金
（IFAD）

来 ワン事務局長 ５/25～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）国際農業研
究協議グル
ープ
（CGIAR）

来 ミギロ副事務総長 ５/25～５/30 TICAD IV出席（５/27～５/30）
５/27 高村外務大臣と会談

来 潘
パン

基
ギ

文
ムン

事務総長及び ６/28～７/１ 公賓
同令夫人 ６/30 天皇皇后両陛下に謁見

６/30 高村外務大臣と会談
６/30 皇太子同妃両殿下と御接見
６/30 福田総理大臣と会談

来 潘
パン

基
ギ

文
ムン

事務総長及び ７/７～７/９ G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７、７/９）
同令夫人

国際連合
（UN）

来 ソマビア事務局長 ５/11～５/14 G8労働大臣会合出席（５/11～５/13）
５/13 高村外務大臣と会談
５/14 福田総理大臣と会談

国際労働機
関（ILO)

来 デルビシュ総裁 ５/29～５/30 TICAD IV出席（５/29～５/30）
５/29 高村外務大臣に表敬
５/29 福田総理大臣に表敬

国連開発計
画
（UNDP）

来 アヒム・シュタイナー ５/22～５/27 G8環境大臣会合出席（５/24～５/26）
事務局長

国連環境計
画
（UNEP）

来 デ・ブア事務局長 ２/13～２/16 第６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（２/14～２/15）

国連気候変
動枠組条約
（UNFCCC）
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来 松浦事務局長 ５/27～５/30 TICAD IV出席

来 松浦事務局長 ８/25～９/２ 国連大学・ユネスコ共催シンポジウム出席（８/27）
８/26 福田総理大臣に表敬
８/27 高村外務大臣に表敬
９/１ 天皇皇后両陛下に拝謁
９/２ 皇太子殿下と御接見

来 松浦事務局長 11/30～12/３ ユネスコ・文部科学省共催セミナー出席（12/２）
12/１ 麻生総理大臣に表敬
12/１ 中曽根外務大臣に表敬

国連教育科
学文化機関
（UNESCO）

来 ユムケラー事務局長 ５/27～６/１ TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣に表敬

国連工業開
発機関
（UNIDO）

来 ピオット事務局長 ５/22～５/30 国際シンポジウム（沖縄から洞爺湖へ―「人間の
安全保障」から見た三大感染症への新たなビジ
ョン）出席（５/23～５/24）
TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣に表敬

来 ピオット事務局長 11/１～11/４ 保健システム強化に向けたグローバル・アクショ
ンに関する国際会議出席（11/３）

国連合同エ
イズ計画
（UNAIDS）

来 ベネマン事務局長 ５/25～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣に表敬

国連児童基
金
（UNICEF)

来 ディウフ事務局長 ５/14～５/16 ５/15 福田総理大臣に表敬
５/16 高村外務大臣に表敬

国連食糧農
業機関
（FAO）

来 オベイド事務局長 ５/26～６/４ TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣に表敬

国連人口基
金
（UNFPA）

来 シーラン事務局長 ５/27～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）国連世界食
糧計画
（WFP）

来 グテーレス高等弁務官 ５/28～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣に表敬

来 グテーレス高等弁務官 12/18～12/20 12/18 麻生総理大臣に表敬
12/19 中曽根外務大臣に表敬

国連難民高
等弁務官事
務所
（UNHCR)
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来 ティバイジュカ事務局長 ５/26～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣に表敬

国連人間居
住計画
（UN-
HABITAT）

来 アルベルディ事務局長 12/５ 12/５ 麻生総理大臣に表敬国連婦人開
発基金
（UNIFEM）

来 スパチャイ事務局長 ５/27～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）国連貿易開
発会議
（UNCTAD）

来 パンシエーリ事務局長 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）国連ボラン
ティア計画
（UNV）

来 コスタ事務局長 ２/４～２/６ 第７回アフガニスタン「共同調整モニタリング
ボード（JCMB）会合」出席（２/６）

来 コスタ事務局長 ６/12～６/13 G8司法・内務大臣会合出席（６/12）

国連薬物犯
罪事務所
（UNODC）

来 チャア事務局長 ５/27～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）コロンボ・
プラン

来 カザチュキン事務局長 ５/22～５/24 国際シンポジウム（沖縄から洞爺湖へ―「人間の
安全保障」から見た三大感染症への新たなビジ
ョン）出席（５/23～５/24）

来 カザチュキン事務局長 ５/28～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）

世界エイ
ズ・結核・
マラリア対
策基金
（GFATM）

来 ゼーリック総裁 ５/27～５/30 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/29 福田総理大臣に表敬
５/29 高村外務大臣に表敬

来 ゼーリック総裁 ６/13～６/15 G8財務大臣会合出席（６/13～６/14）

来 ゼーリック総裁 ７/６～７/10 G8北海道洞爺湖サミット出席（７/７、７/９）

世界銀行

来 チャン事務局長 ５/28～５/29 TICAD IV出席（５/28～５/29）

来 チャン事務局長 11/２～11/４ 保健システム強化に向けたグローバル・アクショ
ンに関する国際会議出席（11/３）

世界保健機
関（WHO)
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来 ケレンベルガー総裁 ２/26～２/29 外務省賓客
２/28 高村外務大臣に表敬
２/28 天皇皇后両陛下に謁見

赤十字国際
委員会
（ICRC）

来 モンゲラ議長 ５/27～６/1 TICAD IV出席（５/28～５/30）
５/28 河野衆議院議長と会談
５/28 江田参議院議長と会談
５/29 高村外務大臣と会談
５/30 福田総理大臣と会談

全アフリカ
議会
（PAP）

来 スリン事務総長 １/18 早稲田大学での講演（１/18）

来 スリン事務総長 ３/４ ERIA東京フォーラム出席（３/４）

来 スリン事務総長 ３/24～３/25 東京平和構築シンポジウム2008出席（３/25）
３/25 福田総理大臣に表敬

来 スリン事務総長 ４/４～４/７ G8開発大臣会合出席（４/５～４/６）

来 スリン事務総長 12/７～12/９ JETRO主催セミナー出席（12/９）
12/９　中曽根外務大臣と会談

東南アジア
諸国連合
（ASEAN）

来 モレノ総裁 ６/30～７/２ ７/１ 額賀財務大臣と会談

来 モレノ総裁 10/28～10/30 アジア・ラテンアメリカ・カリブ海地域（LAC）
貿易投資フォーラム出席（10/30）
10/29 中曽根外務大臣と会談

米州開発銀
行（IDB）




