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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 往 玄葉外務大臣 4/29～4/30 第1回日・インド閣僚級経済対話出席（4/30）

4/30	 クリシュナ外相と会談（第6回日・インド外相
間戦略対話）

4/30	 シン首相に表敬
来 クリシュナ外相 7/7～7/9 アフガニスタンに関する東京会合出席（7/8）

7/8	 玄葉外務大臣と会談
インドネシア 往 平野文部科学大臣 7/3～7/6 7/4	 ヌー教育文化相と会談

来 ジョコ政治・法務・治
安担当調整相

8/25～8/30 閣僚級招へい
8/28	 玄葉外務大臣と会談
8/29	 野田総理大臣に表敬

来 ハッタ経済担当調整相 10/8～10/10 第2回日・インドネシア閣僚級経済協議出席（10/9）
10/9	 玄葉外務大臣と会談
10/9	 野田総理大臣に表敬

往 榛葉外務副大臣（総理
特使）

11/8～11/9 第5回バリ民主主義フォーラム出席（11/8）
11/8	 ワルダナ・インドネシア副外相と会談
11/8	 グスマン・東ティモール首相と会談
11/8	 タン・チョウ・ミャンマー副外相と会談

往 羽田国土交通大臣 11/29～12/1 日・ASEAN交通大臣会合出席（11/30）
11/30	 マンギンダアン運輸相と会談

オーストラリア 来 カー外相 5/16～5/18 5/17	 玄葉外務大臣と会談
来 エマーソン貿易相 5/30～6/1 5/31	 玄葉外務大臣と会談
来 カー外相 7/7～7/10 アフガニスタンに関する東京会合出席（7/8）

7/9	 玄葉外務大臣と会談
往 玄葉外務大臣 9/14～9/15 第4回日豪外務・防衛閣僚協議出席（9/14）

9/14	 カー外相と会談
往 森本防衛大臣 9/14～9/15 第4回日豪外務・防衛閣僚協議出席（9/14）

9/14	 スミス国防相と会談
来 スミス防衛相 9/24～9/26 9/25	 山口外務副大臣と会談

韓国 往 野田総理大臣 3/26～3/27 ソウル核セキュリティ・サミット出席（3/27）
3/27	 シン・インド首相と会談

往 鹿野農林水産大臣 4/14～4/15 第1回日中韓農業大臣会合出席（4/14～4/15）
往 山口外務副大臣 4/29～5/1 4/30	 朴

パ ク

泰
テ

鎬
ホ

外交通商部本部長と会談

（2012年1月1日～12月31日）

〈留意点〉
1．	対象期間は2012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）また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 風間外務大臣政務官 10/31～11/1 国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）第2次ア

ジア太平洋障害者の十年最終レビュー・ハイレベル政
府間会合出席（11/1）

往 城島財務大臣 11/23～11/25 第5回日韓財務対話出席（11/24）
カンボジア 来 ヘン・サムリン国民議

会議長
1/8～1/12 第20回アジア・太平洋議員フォーラム（APPF）東京

総会出席（1/9～1/12）
来 フン・セン首相 4/19～4/22 第4回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（4/21）

4/20	 天皇陛下とお茶
4/21	 野田総理大臣と会談

来 ハオ・ナムホン副首相
兼外相

4/19～4/22 	 フン・セン首相に同行
4/20	 玄葉外務大臣と会談

往 中野外務大臣政務官 5/4～5/6 5/4	 フン・セン首相と会談
5/4	 ハオ・ナム・ホン副首相兼外相と会談

往 皇太子殿下 6/27～6/29 6/27	 フン・セン首相と御接見
6/27	 シハモニ国王陛下と御接見

往 山口外務副大臣 7/10 東南アジア諸国連合（ASEAN）関連外相会議出席
（7/10）
第5回日本・メコン地域諸国外相会議出席（7/10）
第13回ASEAN＋3外相会議出席（7/10）

往 玄葉外務大臣 7/10～7/13 ASEAN関連外相会議出席（7/10～7/13）
日・ASEAN外相会議出席（7/11）
東アジア首脳会議（EAS）参加国外相会議出席（7/12）
第19回ARF（ASEAN地域フォーラム）閣僚会合出席
（7/12）
日米韓外相会合出席（7/12）
第2回メコン河下流域開発（LMI）閣僚級フレンズ会合
出席（7/13）
7/11	 ハオ・ナム・ホン副首相兼外相と会談
7/11	 マルティ・インドネシア外相と会談
7/11	 トンルン・ラオス副首相兼外相と会談
7/11	 楊

よ う

潔
け つ

篪
ち

中国外交部長と会談
来 ソック・チェンダ首相
補佐特命相兼開発評議
会事務局長

7/23～7/29 7/26	 中野外務大臣政務官と会談

往 齊藤内閣官房副長官 10/8～10/11 10/9	 フン・セン首相と会談
10/9	 ハオ・ナム・ホン副首相兼外相と会談

往 野田総理大臣 11/18～11/20 ASEAN関連首脳会議出席（11/18～20）
第15回日・ASEAN首脳会議出席（11/19）
第15回ASEAN＋3記念首脳会議出席（11/19）
第7回東アジア首脳会議（EAS）出席（11/20）
ASEANグローバル・ダイヤログ出席（11/20）
11/19	 テイン・セイン・ミャンマー大統領と会談
11/19	 ハサナル・ボルキア・ブルネイ国王陛下に謁見
11/19	 ギラード・オーストラリア首相と会談
11/20	 シン・インド首相と会談
11/20　オバマ米国大統領と会談

キリバス 来 トン大統領 5/23～5/27 第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）
5/23	 野田総理大臣と会談
5/24	 天皇皇后両陛下とお茶

来 オノリオ副大統領 10/5～10/11 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（防災と災害に関
する仙台会合）（10/9～10/10）

クック諸島 来 プナ首相 5/23～5/27 第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）
5/23	 野田総理大臣と会談
5/24	 天皇皇后両陛下とお茶
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 中野外務大臣政務官 8/31～9/2 太平洋諸島フォーラム域外国対話出席（8/31）

8/31	 プナ首相に表敬
8/31	 崔

さ い

天
て ん

凱
が い

中国外交部副部長と会談
8/31	 マエランガ・ソロモン諸島副首相に表敬
8/31	 イエレミア・ツバル外相に表敬
8/31	 パト・パプアニューギニア外相に表敬
8/31	 トゥイバカノ・トンガ首相に表敬
8/31	 マカリー・ニュージーランド外相に表敬
8/31	 タランギ・ニウエ首相に表敬

サモア 来 トゥイラエパ首相 5/22～5/27 第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）
5/22	 野田総理大臣と会談
5/24	 天皇皇后両陛下とお茶

往 中野外務大臣政務官 5/31～6/2 独立記念式典出席（5/31～6/1）
6/1	 トゥイラエパ首相に表敬

来 アヴェアウ通信・情報
技術相

7/2～7/5 世界防災閣僚会議in東北出席（7/3～7/4）

来 リウガ財務相 10/8～10/15 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/12～10/14）
シンガポール 来 シャンムガム元副首相 5/6～5/9 旭日大綬章親授式出席（5/8）

来 リー・クァンユー前内
閣顧問

5/22～5/26 第18回国際交流会議「アジアの未来」（日本経済新聞社
主催）出席（5/24～5/25）

来 ジャヤクマール外相兼
法相

6/4～6/6 6/5	 玄葉外務大臣と会談

往 横路衆議院議長 9/23～9/24 9/24	 パーマー国会議長と会談
スリランカ 往 岡田副総理大臣 5/4～5/5 5/4	 ラージャパクサ大統領と会談

来 ピーリス外相 7/1～7/5 世界防災閣僚会議in東北出席（7/3～7/4）
7/2	 玄葉外務大臣と会談

ソロモン諸島 来 リロ首相 5/23～5/28 第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）
5/24	 天皇皇后両陛下とお茶
5/26	 野田総理大臣と会談

来 フォラウ外相 7/2～7/5 世界防災閣僚会議in東北出席（7/3～7/4）
7/4	 玄葉外務大臣と会談

来 ホウエニプウェラ財務
相

10/4～10/9 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/12～10/14）

タイ 来 インラック首相 3/6～3/9 公式実務訪問賓客
3/7	 野田総理大臣と会談
3/8	 皇太子殿下と御接見

来 インラック首相 4/20～4/22 第4回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（4/21）
4/20	 天皇陛下とお茶
4/20	 野田総理大臣と会談

来 キティラット副首相 5/10～5/14 第13回タイ・フェスティバル出席（5/12）
往 中野外務大臣政務官 5/21～5/22 ESCAP第68回総会出席（5/21）

5/21	 カン・ゾー・ミャンマー国家計画・経済開発
副相と会談

5/21	 ヘイザーESCAP事務局長と会談
5/21	 リー・トゥイッ・カンボジア上級相と会談

往 平野復興大臣 5/30～5/31 世界経済フォーラム東アジア会議出席（5/31）
5/31	 プロートプラソップ科学技術相と会談

往 皇太子殿下 6/25～6/27 6/25	 インラック首相と御接見
6/25	 プーミポン国王王妃両陛下に表敬
6/26	 シリントン王女殿下と御接見

往 羽田国土交通大臣 10/8～10/10 10/8	 インラック首相と会談
往 秋篠宮殿下 11/27～11/29 タマサート大学名誉博士号授与式典御臨席（11/27）
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
（台湾） 来 王

お う

金
き ん

平
ぺ い

立法院長 7/1～7/7 東日本大震災被災地訪問（7/1～7/4）
7/5～7/6　議会関係者と会談

中国 往 直嶋参議院議員（総理
特使（元経済産業大臣））

2/15～2/17 2012「日中国民交流友好年」開幕式及び「元気な日本」
展示会開幕式出席（2/16）
2/16	 王家瑞中国共産党中央対外連絡部長と会談
2/16	 唐家璇前国務委員と会談
2/16	 劉延東国務委員と会談

往 中野外務大臣政務官 2/23～2/24 上海における「元気な日本」展示会開会式出席（2/23）
2/23	 周漢民上海市政調副主席と会談

往 玄葉外務大臣 4/7～4/8 日中韓外相会議出席（4/7～4/8）
4/7	 楊潔篪外交部長と会談
4/7	 金

キ ム

星
ファン

煥
ソ ン

韓国外交通商部長官と会談
来 蔡

さ い

武
ぶ

文化部長（中国政
府特使）

4/9～4/11 日中国交正常化40周年記念2012「日中国民交流友好
年」記念レセプション出席（4/9）

往 平野文部科学大臣 4/28～4/29 第3回日中韓科学技術協力協力担当大臣会合出席（4/28）
4/28	 万

ま ん

鋼
ご う

科学技術部長と会談
4/28	 李

イ

周
ジ ュ

浩
ホ

韓国教育科学技術部長官と会談
往 山口外務副大臣 5/1～5/2 5/2	 傅瑩外交部副部長と会談
往 横路衆議院議長 5/3～5/6 5/4	 習近平国家副主席に表敬

5/4	 呉邦国全人代委員長と会談
5/4	 唐家璇前国務委員と会談

往 細野環境大臣 5/3～5/4 第14回日中韓三カ国環境大臣会合出席（5/3～5/4）
5/3	 周

しゅう

生
ぜ ん

賢
け ん

環境保護部長と会談
5/3	 劉

ユ

栄
ヨ ン

淑
ス ク

韓国環境部長官と会談
5/5	 汪

お う

洋
よ う

広東省党委員会書記（共産党中央政治局
委員）と会談

往 野田総理大臣 5/12～5/14 第5回日中韓サミット出席（5/13～5/14）
5/13	 李

イ

明
ミョン

博
バ ク

韓国大統領と会談
5/13	 温家宝国務院総理と会談
5/14	 胡錦濤国家主席と会談

来 李
り

肇
ちょう

星
せ い

国際友好連絡会
会長

5/23～5/28 5/24	 玄葉外務大臣に表敬

来 張
ちょう

志
し

軍
ぐ ん

外交部常務副部
長

6/10～6/12 日中戦略対話出席（6/11）
6/11	 玄葉外務大臣に表敬

往 山口外務副大臣 8/28～8/31 8/30	 傳瑩外交部副部長と会談
8/31	 戴

た い

秉
へ い

国
こ く

国務委員と会談
ツバル 来 テラビ首相 5/23～5/27 第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）

5/24	 天皇皇后両陛下とお茶
5/25	 野田総理大臣と会談

トンガ 往 常陸宮同妃両殿下 3/26～3/28 ジョージ・トゥポウ5世国王陛下の国葬御参列（3/27）
来 トゥイバカノ首相 5/23～5/27 第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）

5/24	 天皇皇后両陛下とお茶
5/26	 野田総理大臣と会談

来 ウルカララ皇太子殿下 6/22～6/30 戦略的実務者招へい
6/25	 三笠宮彬子女王殿下と御接見
6/25	 玄葉外務大臣による表敬
6/26	 文仁親王同妃両殿下と御接見
6/26	 秋篠宮同妃両殿下と御接見
6/27	 常陸宮同妃両殿下と御接見

来 アコロ財務計画相 10/10～10/15 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/12～10/14）
ナウル 来 ダブヴィド大統領 5/23～5/27 第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26））

5/24	 天皇皇后両陛下とお茶
5/24	 野田総理大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
（ニウエ） 来 タランギ首相 5/22～5/27 第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）

5/23	 野田総理大臣と会談
5/24	 天皇皇后両陛下とお茶

ニュージーランド 往 常陸宮同妃両殿下 3/28～3/31 トンガ御訪問に際してのお立寄り
往 中野外務大臣政務官 5/30～5/31 5/30	 マカリー外相に表敬
来 マカリー外相 6/24～6/26 6/25	 玄葉外務大臣との会談
来 ブラウンリー地震復興
担当相

7/1～7/5 世界防災閣僚会議in東北出席（7/3～7/4）

来 キー首相 9/9～9/12 9/11	 野田総理大臣と会談
9/11	 玄葉外務大臣による表敬

来 イングリッシュ副首相
兼財務相

10/9～10/14 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/12～10/14）

ネパール 来 シュレスタ副首相兼外
相

1/30～2/2 1/31	 玄葉外務大臣と会談

往 玄葉外務大臣 4/28～4/29 4/29	 シュレスタ副首相兼外相と会談
4/29	 バッタライ首相に表敬
4/29	 ヤダブ大統領に表敬

パキスタン 来 カル外相 5/24～5/26 外務省賓客
5/24	 野田総理大臣に表敬
5/25	 玄葉外務大臣と会談

来 カル外相 7/7～7/9 アフガニスタンに関する東京会合出席（7/8）
7/8	 玄葉外務大臣と会談

パプア・ニューギ
ニア

来 ポリエ財務相 10/11～10/14 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/11～10/14）

バヌアツ 来 キルマン首相 5/23～5/27 バヌアツに対する円借款及び無償資金協力に関する交
換公文署名式出席（5/23）
第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）
5/23	 玄葉外務大臣による表敬
5/24	 野田総理大臣と会談

パラオ 来 トリビオン大統領 5/22～5/27 第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）
5/22	 野田総理大臣と会談
5/27	 天皇皇后両陛下とお茶

バングラデシュ 往 岡田副総理大臣 5/3～5/4 5/3	 モニ外相と会談
5/3	 ハシナ首相と会談

来 モニ外相 7/8～7/11 アフガニスタンに関する東京会合出席（7/8）
7/9	 玄葉外務大臣と会談

東ティモール 来
　
ラモス＝ホルタ大統領 1/18～1/21 1/19	 野田総理大臣と会談

来
　
ダ・コスタ外相及び同
令夫人

3/7～3/10 外務省賓客
3/8	 玄葉外務大臣と会談

来
　
グスマン首相 3/19～3/20 3/19	 野田総理大臣と会談

往 中野外務大臣政務官
（特派大使）

5/19～5/20 ルアク大統領就任式及び独立10周年記念式典出席
（5/20）
5/19	 グスマン首相に表敬
5/19	 ダ・コスタ外相に表敬
5/20	 ルアク大統領に表敬

フィジー 往 中野外務大臣政務官 8/29～8/31 8/30	 ナイラティカウ大統領に表敬
8/30	 カイユーム司法長官に表敬
8/30	 ボレ外相・国際協力相臨時代理（教育・国家

遺産・文化・芸術相）に表敬
フィリピン 往 安住財務大臣 5/2～5/5　 第45回アジア開発銀行（ADB）年次総会出席（5/2～

5/5）
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 デル・ロサリオ外相 6/27～6/29 外務省賓客

6/28	 玄葉外務大臣と会談
来 ピナイ副大統領 7/16～7/18 7/17	 岡田副総理大臣と会談

ベトナム 往 中川文部科学大臣 1/7～1/9 1/8	 ルアン教育訓練相と会談
1/9	 クアン科学技術相と会談

往 平岡法務大臣 1/10～1/12 1/10	 フック副首相に表敬
1/11	 クオン司法相と会談
1/11	 ビン最高人民裁判所長官と会談
1/11	 ビン最高人民検察院検事総長と会談
1/11	 リュウ国会副議長に表敬

来 ズン首相 4/20～4/22 第4回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（4/21）
4/20	 天皇陛下とお茶
4/21	 野田総理大臣と会談

来 ゾアン副首席 5/21～5/26 第18回国際交流会議「アジアの未来」（日経新聞社主催）
出席（5/25）
5/24	 皇太子殿下と御接見

来 フック副首相 7/1～7/5 7/1	 野田総理大臣に表敬
7/2	 玄葉外務大臣と会談
7/3	 横路衆議院議長に表敬

往 玄葉外務大臣 7/13～7/14 日越協力委員会第4回会合出席（7/14）
7/14	 ミン外相と会談
7/14	 ズン首相に表敬
7/14	 チョン党書記長に表敬

往 枝野経済産業大臣 8/13～8/15 ベトナム工業化戦略ハイレベル委員会出席（8/14）
第2回日越閣僚級官民政策対話出席（8/15）
8/14	 クアン科学技術相と会談
8/14	 クアン天然資源環境相と会談
8/15	 ヴィン計画投資相と会談
8/15	 ホアン商工相と会談
8/15	 ズン首相に表敬

往 秋篠宮殿下 8/16～8/23 8/17	 サン国家主席と御接見
往 羽田国土交通大臣 10/10～10/11 10/10	 タン・ビンズオン省人民委員会委員長と会談
来 ヴィン計画投資相 11/25～12/1 11/26	 榛葉外務副大臣と会談
来 フン国会議長 12/5～12/8 参議員議長招待

12/5	 平田参議院議長と会談
12/6	 天皇陛下に謁見
12/7	 野田総理大臣と会談

（香港） 往 鹿野農林水産大臣 3/3～3/4 3/3	 ステファン・ラム政務司司長と会談
3/4	 ヨーク・チョウ食物衛生局長と会談
3/4	 フレッド・ラム貿易発展局長と会談

往 西村衆議員議員（「元
気な日本」特別大使
（元外務大臣政務官）

3/22～3/23 香港における「元気な日本」展示会開会式出席（3/23）
3/22	 曾

つぁん

徳
た く

成
し ん

香港民生事務局長と会談

マーシャル諸島 来 ロヤック大統領 5/22～5/27 無償資金協力「国内海上輸送改善計画」に関する交換
公文署名式出席（5/23）
第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）
5/23	 玄葉外務大臣による表敬
5/24	 野田総理大臣と会談
5/27	 天皇皇后両陛下とお茶

来 ムラー外相 5/22～5/27 ロヤック大統領に同行
無償資金協力「国内海上輸送改善計画」に関する交換
公文署名式出席（5/23）
第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）

来 モモタロウ財務相 10/9～10/15 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/9～10/14）
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
マレーシア 来 アブ・ザハル上院議長

及び同令夫人
2/6～2/11 参議院議長招待

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

来 アニファ・アマン外相
及び同令夫人

4/24～4/26 外務省賓客
4/24	 玄葉外務大臣と会談

往 鳩山元総理大臣（総理
特使）

6/1～6/2 マレーシア日本国際工科院（MJIIT）開校式出席（6/1）
6/1	 ナジブ首相と会談

来 アブドゥル・ハリム・
ムアザム・シャー国王
王妃両陛下

10/1～10/5 国賓
10/3	 天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐
10/4	 野田総理大臣夫妻が表敬
10/5	 天皇皇后両陛下が御訪問

往 平野文部科学大臣 10/6～10/7 10/6	 カレド・ノルディン高等教育相と会談
ミクロネシア 来 モリ大統領 5/22～5/27 第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）

5/22	 野田総理大臣と会談
5/24	 天皇皇后両陛下とお茶

来 ロバート外相 5/22～5/27 モリ大統領に同行
第6回太平洋・島サミット出席（5/25～5/26）

来 アリク副大統領 10/10～10/15 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/12～10/14）
ミャンマー 往 枝野経済産業大臣 1/12～1/14 1/12	 アウン・サン・スー・チー氏と会談

1/13	 テイン・セイン大統領に表敬
来 テイン・セイン大統領 4/21～4/24 実務訪問賓客

第4回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（4/21）
4/21	 野田総理大臣と会談

来 キン・アウン・ミン民
族代表院議長

5/6～5/11 参議院議長招待
5/8	 平田参議院議長と会談
5/8	 横路衆議院議長と会談
5/10	 野田総理大臣と会談

来 テー・ウー連邦連帯開
発党総書記

6/14～6/17 6/14	 野田総理大臣に表敬
6/14	 玄葉外務大臣に表敬

来 ワナ・マウン・ルイン
外相

7/2～7/5 世界防災会議in東北出席（7/3～7/4）
7/2	 玄葉外務大臣と会談

往 滝法務大臣 9/12～9/14 司法関係施設訪問（9/13）
来 トゥン・トゥン・ウー
最高裁判所長官

11/29 11/29	 榛葉外務副大臣と会談

モルディブ 来 ナシーム外相 1/16～1/20 1/18	 玄葉外務大臣と会談
来 ジハド財務相 10/10 10/10	 榛葉外務副大臣と会談

モンゴル 来 バドボルト首相及び同
令夫人

3/10～3/15 実務訪問賓客
東日本大震災一年に際する追悼式出席（3/11）
3/12	 皇太子殿下と御接見
3/12	 野田総理大臣と会談
3/13	 横路衆議院議長と会談
3/13	 平田参議院議長と会談

来 ボルド外相 9/30～10/3 外務省賓客
10/2	 玄葉外務大臣と会談

ラオス 来 トンシン首相 3/14～3/18 実務訪問賓客
3/15	 皇太子殿下と御接見
3/15	 横路衆議院議長と会談
3/15	 平田参議院議長と会談
3/16	 野田総理大臣と会談

来 トンシン首相 4/20～4/21 第4回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（4/21）
4/20	 天皇陛下とお茶
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 皇太子殿下 6/29～7/1 6/29	 ブンニャン国家副主席と御接見

6/29	 トンシン首相と御接見
6/29	 チュンマリー国家主席に表敬

往 滝法務大臣 9/9～9/12 9/10	 カンパン最高人民裁判所長と会談
9/10	 カムサン最高人民検察長と会談
9/11	 トンシン首相に表敬
9/11	 チャルーン司法相と会談

往 中塚金融担当大臣 10/19～10/20 10/19	 プーペット財務相と会談
10/19	 リンパオ中央銀行総裁と会談

往 野田総理大臣 11/4～11/7 アジア欧州会合第9回首脳会合（ASEM9）出席（11/4
～11/6）
11/4	 トンシン首相と会談
11/5	 フン・セン・カンボジア首相と会談
11/5	 トゥスク・ポーランド首相と会談
11/5	 アキノ・フィリピン大統領と会談
11/5	 ファン＝ロンパイ欧州理事会議長及びバロー

ゾ欧州委員会委員長と会談
11/6	 インラック・タイ首相と会談
11/6	 ズン・ベトナム首相と会談
11/6	 トーニング＝シュミット・デンマーク首相と会談
11/6	 チュンマリー国家主席兼人民党書記長と会談

（2）北米
カナダ 来 ハーパー首相 3/24～3/26 実務訪問賓客

3/25	 野田総理大臣と会談
来 ベアード外相 3/24～3/26 ハーパー首相に同行

3/25	 玄葉外務大臣と会談
来 ファスト国際貿易相兼
アジア太平洋ゲート
ウェイ担当相

3/24～3/26 ハーパー首相に同行
3/25	 玄葉外務大臣と会談

米国 往 自見金融・郵政改革担
当大臣

1/8～1/12 金融関係者との意見交換

往 山口外務副大臣 1/9～1/13 政府関係者との意見交換
往 中野外務大臣政務官 4/2～4/3 幸福に関するハイレベル会合出席（4/2）

4/2	 バチェレUN	Woman事務局長と会談
4/2	 ラドゥース国連平和維持活動（PKO）局長と

会談
4/2	 ナタラジャン・インド環境森林相と会談
4/3	 ティンレイ・ブータン首相に表敬

往 玄葉外務大臣 4/10～4/12 G8外相会合出席（4/11～4/12）
4/10	 クリントン国務長官と会談
4/10	 カーク通商代表と会談
4/11	 ラヴロフ・ロシア外相と会談
4/12	 ヘーグ英国外相と会談
4/12	 パネッタ国防長官と会談

往 中野外務大臣政務官 4/11～4/14 防災に関する国連非公式テーマ別討論出席（4/12）
4/12	 ナスル第66回国連総会議長と会談

往 安住財務大臣 4/19～4/20 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席（4/19～4/20）
来 クリントン国務長官 4/27～4/28 日米安全保障協議委員会出席（4/27）
来 パネッタ国防長官 4/27～4/28 日米安全保障協議委員会出席（4/27）
往 野田総理大臣 4/29～5/2 4/30	 オバマ大統領と会談
往 野田総理大臣 5/18～5/20 G8キャンプデービッド・サミット出席（5/18～5/19）

5/18	 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

5/19	 オランド・フランス大統領と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 玄葉外務大臣 5/20～5/22 北大西洋条約機構（NATO）シカゴ首脳会合に際する

「アフガニスタンに関する会合」出席（5/21）
5/20	 ファビウス・フランス外相と会談
5/21	 クリントン国務長官と会談
5/21	 アシュトンEU外務・安全保障政策上級代表兼

欧州委員会副委員長と会談
往 中野外務大臣政務官 7/2～7/3 経済社会理事会ハイレベル・セグメント出席（7/2）

武器貿易条約（ATT）国連会議ハイレベル・セグメント
出席（7/3）

来 クリントン国務長官 7/7～7/9 外務省賓客
アフガニスタンに関する東京会合出席（7/8）
7/8	 野田総理大臣に表敬
7/8	 玄葉外務大臣と会談

往 森本防衛大臣 8/3～8/4 8/4	 パネッタ国防長官と会談
来 パネッタ国防長官 9/16～9/17 9/17	 玄葉外務大臣と会談
往 野田総理大臣 9/24～9/26 第67回国連総会出席（9/24～9/26）

9/25	 ギラード・オーストラリア首相と会談
9/25	 エルベグドルジ・モンゴル大統領と会談
9/25	 ユドヨノ・インドネシア大統領と会談
9/25	 サントス・コロンビア大統領と会談
9/26	 イェレミッチ国連総会議長との会談
9/26	 潘基文国連事務総長と会談
9/26	 ムルシィー・エジプト大統領と会談

往 玄葉外務大臣 9/24～9/28 第67回国連総会出席（9/24～9/28）
法の支配に関するハイレベル会合出席（9/24）
法の支配に関するハイレベル会合サイドイベント「汚職
との闘いと持続的成長への汚職の影響」出席（9/24）
安保理改革に関するG4外相会合出席（9/25）
平和構築ハイレベル会合出席（9/25）
軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDII）第5回外相会合
出席（9/26）
日・太平洋同盟外相会談出席（9/26）
ソマリアに関するミニ・サミット出席（9/26）
イエメン・フレンズ第4回閣僚会合及びドナー会合出席
（9/27）
第6回包括的核実験禁止条約（CTBT）フレンズ外相会
合出席（9/27）
ポリオ撲滅に関するハイレベル会合出席（9/27）
East	West	Institute授賞式出席（9/27）
G8ドーヴィル・パートナーシップ外相会合出席（9/28）
日米韓外相会合出席（9/28）
9/25	 ラヴロフ・ロシア外相と会談
9/26	 楊潔篪中国外交部長と会談
9/26	 サーレヒ・イラン外相と会談
9/27	 ヘーグ英国外相と会談
9/27	 グリシチェンコ・ウクライナ外相と会談
9/27	 金星煥韓国外交通商部長官と会談
9/28	 クリントン国務長官と会談

来 イノウエ上院仮議長 10/9～10/13 10/10	 野田総理大臣に表敬
10/11	 玄葉外務大臣に表敬

（3）中南米
ウルグアイ 往 加藤外務大臣政務官 2/13～2/14 2/14	 ムヒカ大統領と会談

来 アルマグロ外相 11/6～11/10 外務省賓客
11/7	 玄葉外務大臣と会談

エクアドル 往 山根外務副大臣 8/17～8/18 8/17	 リバデネイラ副外相（貿易統合担当）と会談

272



国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
キューバ 往 山根外務副大臣 1/11～1/13 1/12	 ロドリゲス外相と会談

1/12	 マルミエルカ外国貿易・外国投資相と会談
1/12	 カブリサス閣僚評議会副議長と会談

グアテマラ 往 山根外務副大臣（特派
大使）

1/13～1/15 モリーナ大統領就任式出席（1/14）
1/14	 モリーナ大統領と会談

来 カバジェロス外相及び
同令夫人

5/21～5/25 外務省賓客
北海道札幌市訪問（5/23～5/24）
5/23	 玄葉外務大臣と会談

コロンビア 来 オルギン外相 2/23～2/25 外務省賓客
日・コロンビア経済連携協定（EPA）共同研究第2回会
合出席（2/23）
2/24	 玄葉外務大臣と会談
2/24	 高円宮妃殿下と御接見

来 ディアス-グラナドス
商工観光相

12/17～12/19 12/17	 玄葉外務大臣と会談

セントクリスト
ファー・ ネ ー
ヴィス

来 ダグラス首相兼財務相 10/12～10/13 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/12～10/13）

チリ 来 ピニェラ大統領及び同
令夫人

3/28～3/30 実務訪問賓客
3/28	 皇太子殿下と御接見
3/28	 横路衆議院議長と会談
3/29	 野田総理大臣と会談

来 モレノ外相 3/28～3/30 ピニェラ大統領に同行
3/29	 玄葉外務大臣と会談

ドミニカ共和国 往 山根外務副大臣 8/15～8/17 メディーナ大統領就任式出席（8/16）
8/16	 モラレス外相と会談

トリニダード・
トバゴ

来 ドゥークラン外相 10/9～10/14 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/9～10/14）

ニカラグア 往 山根外務副大臣 1/9～1/11 オルテガ大統領就任式出席（1/10）
1/9	 サントス外相と会談
1/10	 ハレスレーベンス副大統領と会談
1/10	 ヌニェス国会議長と会談

来 バルトダノ投資貿易振
興政府代表

5/24～5/29 5/28	 山根外務副大臣と会談

ハイチ 来 カジミール外務担当閣
外相

7/3～7/5 世界防災閣僚会議in東北出席（7/3～7/4）
7/5	 山根外務副大臣と会談

来 マルテリー大統領及び
同令夫人

12/5～12/8 実務訪問賓客
12/7	 野田総理大臣と会談
12/7	 天皇皇后両陛下と御会見

来 カジミール外務担当閣
外相

12/5～12/8 マルテリー大統領に同行

パナマ 往 加藤外務大臣政務官 4/29～5/6 5/2	 エンリケス外相と会談
来 マルティネリ大統領及
び同令夫人

10/21～10/24 実務訪問賓客
10/22	 天皇皇后両陛下と御会見
10/22	 野田総理大臣と会談

来 ルークス外相 10/21～10/24 マルティネリ大統領に同行
10/22	 玄葉外務大臣と会談

パラグアイ 往 加藤外務大臣政務官 2/15～2/16 2/16	 ルゴ大統領に表敬
2/16	 ララ・カストロ外相と会談

来 ルゴ大統領 5/29～6/1 実務訪問賓客
5/30	 天皇陛下と御会見
5/30	 野田総理大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ブラジル 往 加藤外務大臣政務官 2/13 政府関係者との意見交換

往 古川国家戦略大臣 4/28～4/30 4/30	 ピメンテル開発商工相と会談
4/30	 パトリオッタ外相と会談

往 玄葉外務大臣 6/20～6/21 国連持続可能な開発会議（リオ＋20）出席（6/20～
6/21）
6/21	 パトリオッタ外相と会談
6/21	 ヌコアナ＝マシャバネ南アフリカ国際関係・協

力相と会談
ペルー 来 ウマラ大統領及び同令

夫人
5/8～5/10 公式実務訪問賓客

5/9	 天皇皇后両陛下と御会見
5/9	 野田総理大臣と会談
5/9	 横路衆議院議長と会談

来 ロンカリオロ外相 5/8～5/10 ウマラ大統領に同行
5/9	 玄葉外務大臣と会談

ボリビア 来 カロ開発企画相 10/11～10/14 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/9～10/14）
10/11	 吉良外務副大臣と会談

ホンジュラス 往 加藤外務大臣政務官 5/3～5/4 5/3	 ギジェン第一大統領代行と会談
5/3	 コラーレス外相と会談

メキシコ 来 ゴンサレス上院議長 1/7～1/11 第20回APPF東京総会出席（1/7～1/11）
1/10	 平田参議院議長と会談
1/11	 横路衆議院議長と会談

往 山口外務副大臣 2/19～2/20 G20非公式外相会合出席（2/19～2/20）
2/20	 エスピノサ外相と会談
2/20	 ブラウン英国外務閣外相と会談
2/20	 ハオ・ナムホン・カンボジア外務国際協力相

と会談
来 フェラーリ経済相 2/23～2/26 2/23	 玄葉外務大臣と会談
往 安住財務大臣 2/25～2/26 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席（2/25～26）
往 加藤外務大臣政務官 4/29～5/2 日・メキシコEPAビジネス環境整備委員会第6回会合

に共同議長として出席（4/30）
往 野田総理大臣 6/17～6/20 G20ロスカボス・サミット出席（6/18）

6/17	 カルデロン大統領と会談
6/18	 ユドヨノ・インドネシア大統領と会談
6/18	 プーチン・ロシア大統領と会談

往 長浜官房副長官 6/17～6/20 野田総理大臣に同行
G20ロスカボス・サミット出席（6/19）

往 安住財務大臣 6/17～6/19 野田総理大臣に同行
往 山口外務副大臣 6/17～6/19 野田総理大臣に同行
往 城島財務大臣 11/4～11/5 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席（11/4～11/5）
往 江田元参議院議長（特
派大使）

11/29～12/2 ペニャ大統領就任式出席（12/1）
12/1	 ペニャ大統領と会談
12/1	 コルデロ上院議長と会談

（4）欧州
アイルランド 往 山根外務副大臣 9/18～9/19 9/19	 コステロ易開発担当国務相と会談

往 榛葉外務副大臣 12/6～12/7 12/6	 第19回欧州安全保障協力機構（OSCE）外相
理事会出席（12/6）

12/6	 ボルド・モンゴル外相と会談
12/6	 コステロ貿易開発担当国務相と会談

アルバニア 来 トパリ国会議長 4/15～4/18 4/17	 横路衆議院議長と会談
4/17	 平田参議院議長と会談

イタリア 来 モンティ首相 3/27～3/30 実務訪問賓客
3/28	 野田総理大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ウクライナ 来 リトヴィン最高会議議

長
3/7～3/11 衆議院議長招待

3/8	 横路衆議院議長と会談
3/8	 平田参議院議長と会談
3/9	 皇太子殿下と御接見
3/9	 野田総理大臣と会談

英国 往 山根外務副大臣 2/23 ソマリア首脳級会合出席（2/23）
2/23	 ブラウン外務閣外相と会談
2/23	 ソウンダール・デンマーク外相と会談

来 キャメロン首相 4/10～4/11 公式実務訪問賓客
4/10	 野田総理大臣と会談
4/10	 天皇陛下に謁見

往 川端総務大臣 5/1～5/2 5/2	 ハント文化・オリンピック・メディア・スポー
ツ相と会談

往 天皇皇后両陛下 5/16～5/20 エリザベス女王陛下御即位60周年記念行事午餐会御出
席（5/18）

往 秋篠宮同妃両殿下 6/11 ウガンダ御訪問に際してのお立寄り
来 ミッチェル国際開発相 7/7～7/8 7/8	 玄葉外務大臣と会談
往 平野文部科学大臣 7/26～7/29 ロンドン・オリンピック開会式出席（7/27）
往 真子内親王殿下 8/24～ 短期御留学（エディンバラ大学）
往 玄葉外務大臣 10/17～10/18 10/17～10/18	 ヘーグ外相と会談（第1回日英外相

戦略対話）
10/18	 クラーク無任所相と会談

オーストリア 往 浜田外務大臣政務官 5/1～5/3 5/2	 政府関係者との意見交換
往 山根外務副大臣 9/17 国際原子力機関（IAEA）第56回総会出席（9/17）

オランダ 往 秋篠宮同妃両殿下 6/16 ウガンダ御訪問に際してのお立寄り
ギリシャ 往 山根外務副大臣 7/13～7/14 7/13	 ストゥルナラス財務相と会談

7/14	 クルクラス副外相と会談
コソボ 来 サチ首相 6/7～6/8 6/8	 野田総理大臣と会談

6/8	 横路衆議院議長と会談
来 ホジャイ外相 6/6～6/9 サチ首相に同行

6/8	 野田総理大臣とサチ首相との会談に同席
往 浜田外務大臣政務官 9/9～9/11 一般文化無償資金協力「コソボフィルハーモニー交響楽

団楽器整備計画」に関する交換公文署名式出席（9/10）
「監督下の独立の終了（ESI）」に関する行事出席（9/10）
9/10	 ヤヒヤーガ大統領と会談
9/10	 サチ首相と会談

スイス 往 枝野経済産業大臣 1/27～1/29 世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）
出席（1/28）
世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合出席（1/28）

往 古川国家戦略担当大臣 1/27～1/28 ダボス会議出席（1/28）
往 山根外務副大臣 2/27～2/29 軍縮会議（CD）出席（2/28）

第19回国連人権理事会ハイレベル会合出席（2/28）
2/28	 ポルタス・ポルトガル外相と会談
2/28	 ピレー国連人権高等弁務官と会談

来 ヴィドマー＝シュルン
プ大統領兼財務相

10/12～10/14 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/12～10/14）
10/12	 野田総理大臣と会談

スウェーデン 来 カール16世グスタフ
国王王妃両陛下

6/1～6/3 第3回児童の性的搾取に反対する世界会議フォローアッ
プセミナー御出席（シルヴィア王妃陛下）（6/2）
6/1	 天皇皇后両陛下と御会見・御夕餐

来 カールソン国際開発相 10/10～10/15 10/15	 榛葉外務副大臣と会談
往 吉良外務副大臣 11/5～11/6 北極評議会（AC）オブザーバー及びアドホック・オブ

ザーバー会合出席（11/6）
11/6	 カールソン国際開発相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
スロバキア 来 ライチャーク副首相兼

外相
6/26～6/29 6/27	 玄葉外務大臣と会談

来 ガシュパロヴィチ大統
領及び同令夫人

6/26～6/30 公式実務訪問賓客
6/27	 天皇皇后両陛下と御会見
6/27	 野田総理大臣と会談

セルビア 往 山根外務副大臣 9/17～9/18 9/18	 ダチッチ首相兼内務相に表敬
9/18	 ブチッチ第一副首相兼国防相に表敬
9/18	 ムルキッチ外相に表敬

デンマーク 来 デュア貿易・投資相 2/20～2/22 2/21	 玄葉外務大臣と会談
来 バック開発協力相 7/7～7/8 アフガニスタンに関する東京会合出席（7/8）
来 バック開発協力相 10/12～10/14 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/12～10/14）
来 ソウンダール外相 10/22～10/24 10/22	 玄葉外務大臣と会談

ドイツ 往 中野外務大臣政務官 2/3～2/5 第48回ミュンヘン安全保障会議出席（2/3～2/5）
2/4	 アヤロン・イスラエル副外相と会談
2/4	 張志軍中国外交部常務副部長と会談
2/4	 リンク外務省国務相と会談
2/5	 ラスール・アフガニスタン外相と会談

来 トルクスドルフ連邦通
常裁判所長官及び同令
夫人

3/11～3/16 3/14	 皇太子殿下と御接見

来 ヴェスターヴェレ外相 7/7～7/8 アフガニスタンに関する東京会合出席（7/8）
7/7	 玄葉外務大臣と会談

往 玄葉外務大臣 10/19 10/19	 ヴェスターヴェレ外相と会談
往 吉良外務副大臣 11/6～11/9 日独フォーラム第21回合同会議出席（11/7）

11/8	 柳井国際海洋法裁判所所長と会談
ノルウェー 来 ホルモス開発援助相 10/11 10/11	 風間外務大臣政務官と会談

来 ストルテンベルグ首相
及び同令夫人

11/1～11/3 公式実務訪問賓客
11/1	 天皇皇后両陛下と御接見
11/1	 野田総理大臣と会談

フィンランド 来 カタイネン首相 9/3～9/6 9/3	 野田総理大臣と会談
来 ヘイノネン首相府長官 9/1～9/7 9/5	 山根外務副大臣と会談
往 浜田外務大臣政務官 10/25 お立寄り

フランス 来 ジュペ外務・欧州問題
相

1/13～1/14 1/13	 玄葉外務大臣と会談（第1回日仏外相戦略対
話）

1/13	 野田総理大臣に表敬
往 細野内閣府特命担当大
臣

1/19 1/19	 ベッソン産業・エネルギー・デジタル経済担
当相と会談

往 山根外務副大臣 5/23～5/26 WTO非公式閣僚会合出席（5/23）
往 秋篠宮同妃両殿下 6/16 ウガンダ御訪問に際してのお立寄り
来 ファビウス外相 7/7～7/9 アフガニスタンに関する東京会合出席（7/8）

7/7	 玄葉外務大臣と会談
7/8	 野田総理大臣に表敬

往 浜田外務大臣政務官 7/5～7/6 第3回シリア・フレンズ会合出席（7/6）
往 彬子女王殿下 10/9～10/22 御用務のため
往 玄葉外務大臣 10/16～10/17 10/16	 エロー首相に表敬

10/16	 ファビウス外相と会談（第2回日仏外相戦略
対話）

来 バトー・エコロジー・
持続可能な開発・エネ
ルギー相

12/15～12/17 原子力安全に関する福島閣僚会議出席（12/15～
12/17）
12/15	 玄葉外務大臣と会談
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ブルガリア 来 ツァチェヴァ国民議会

議長
4/8～4/14 参議院議長招待

4/9	 皇太子殿下に御接見
4/9	 野田総理大臣と会談
4/9	 平田参議院議長と会談
4/10	 横路衆議院議長と会談

往 山根外務副大臣 5/4～5/5 5/4	 ムラデノフ外相と会談
5/4	 ドブレフ経済・エネルギー・観光相と会談

ベルギー 来 フィリップ皇太子同妃
両殿下

6/10～6/16 実務訪問賓客
6/11	 皇太子同妃両殿下と御昼餐
6/12	 天皇皇后両陛下と御夕餐
6/12	 常陸宮同妃両殿下と御接見

来 レンデルス副首相兼外
相

6/10～6/16 6/12	 玄葉外務大臣と会談

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

往 浜田外務大臣政務官 4/29～5/1 4/30	 イゼトベゴビッチ大統領評議会議長と会談
4/30	 ニクシッチ首相と会談

ポーランド 来 アンナ・コモロフスカ
大統領令夫人

4/12～4/17 被災地（岩手県一関市）訪問（4/15）
4/13	 皇后陛下と御会見

往 浜田外務大臣政務官 10/21～10/23 第14回欧州諸国議員宇宙会議年次総会出席（10/22）
10/22	 ヴェンデルリフ下院副議長と会談

モンテネグロ 来 ローチェン外務・欧州
統合相及び同令夫人

6/3～6/6 外務省賓客
日・モンテネグロ外務省間協力覚書署名式出席（6/4）
6/4	 皇太子殿下と御接見
6/4	 玄葉外務大臣と会談

ラトビア 来 アーボルティニャ国会
議長

3/5～3/6 参議院議長招待
3/5	 平田参議院議長と会談
3/5	 横路衆議院議長と会談
3/6	 皇太子殿下と御接見

来 リンケービッチ外相 3/27～3/30 3/27	 玄葉外務大臣と会談
往 浜田外務大臣政務官 10/23～10/25 10/23	 リンケービッチ外相と会談

10/24	 アーボルティニャ国会議長と会談
10/24	 ビルクス財務相と会談

リトアニア 来 クビリウス首相 1/19～2/23 2/20	 野田総理大臣と会談
リヒテンシュタ
イン

来 アロイス皇太子殿下 10/2～10/4 10/2	 皇太子殿下と御接見
10/2	 野田総理大臣とチュッチャー首相の会談に同席
10/4	 天皇皇后両陛下とお茶

来 チュッチャー首相 10/2～10/4 アロイス皇太子殿下に同行
10/2	 野田総理大臣と会談

ルクセンブルク 来 ユンカー首相 10/11～10/13 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/11～10/13）
10/11	 野田総理大臣と会談

往 皇太子殿下 10/18～10/21 ギヨーム皇太子殿下の御成婚式御臨席（10/19～
10/20）

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス
アルメニア 来 サルグシャン大統領 6/5～6/7 実務訪問賓客

6/6	 野田総理大臣と会談
6/6	 横路衆議院議長と会談
6/7	 天皇陛下と御会見

来 ナルバンジャン外相 6/5～6/7 サルグシャン大統領に同行
6/7	 玄葉外務大臣と会談

ウズベキスタン 往 山根外務副大臣 5/3～5/4 人材育成支援無償資金協力に関する交換公文署名式出
席（5/3）
5/3	 カミロフ外相と会談
5/3	 ミルジヨーエフ首相に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
カザフスタン 往 枝野経済産業大臣 5/1～5/2 5/1	 マシモフ首相に表敬

5/1	 イセケシェフ産業新技術相と会談
5/2	 カズィハノフ外相と会談

往 浜田外務大臣政務官 9/12～9/13 アジア信頼醸成措置会議（CICA）第4回外相会合出席
（9/12）
9/12	 マーキリー・パレスチナ外務庁長官と意見交換

来 イドリソフ外相 11/9～11/10 「中央アジア＋日本」対話・第4回外相会合出席（11/10）
11/9	 野田総理大臣に表敬
11/10	 玄葉外務大臣と会談

キルギス 往 浜田外務大臣政務官 1/9～1/10 1/9	 オトゥンバエヴァ前大統領と会談
1/9	 ババノフ首相に表敬
1/9	 カザクバエフ外相に表敬
1/10	 アタムバエフ大統領に表敬
1/10	 サティバルディエフ大統領府長官と会談

来 オトルバエフ第一副首
相

10/11～10/15 10/12	 榛葉外務副大臣と会談

来 アブディルダエフ外相 11/9～11/11 「中央アジア＋日本」対話・第4回外相会合出席（11/10）
11/9	 野田総理大臣に表敬
11/10	 玄葉外務大臣と会談

グルジア 来 ギラウリ首相 6/27～/6/30 6/28	 野田総理大臣と会談
来 ヴァシャッゼ外相 7/18～7/22 7/20	 玄葉外務大臣と会談

タジキスタン 往 中野外務大臣政務官 3/25～3/27 第5回アフガニスタン地域経済協力会議（RECCA	V）
出席（3/26～3/27）
3/26	 ラフモン大統領と会談
3/26	 ザリフィ外相と会談

往 浜田外務大臣政務官 9/14～9/15 9/14	 ラフモン大統領に表敬
9/14	 ザリフィ外相と会談

来 ザリフィ外相 11/9～11/14 「中央アジア＋日本」対話・第4回外相会合出席（11/10）
11/9	 野田総理大臣に表敬
11/10	 玄葉外務大臣と会談

トルクメニスタン 来 ホジャムハメドフ副首
相

7/19 7/19	 玄葉外務大臣と会談

来 メレドフ副首相兼外相 11/9～11/10 「中央アジア＋日本」対話・第4回外相会合出席（11/10）
11/9	 野田総理大臣に表敬
11/10	 玄葉外務大臣と会談

ロシア 来 マトヴィエンコ連邦院
（上院）議長

1/10～1/12 第20回APPF東京総会出席（1/11～1/12）
1/11	 横路衆議院議長と会談
1/10	 平田参議院議長と会談
1/12	 野田総理大臣と会談

来 ラヴロフ外相 1/28～1/29 外務省賓客
1/28	 玄葉外務大臣と会談

来 ヴェクセリベルク・ス
コルコヴォ基金総裁

4/26～4/27 4/27	 玄葉外務大臣に表敬

往 山口外務副大臣 6/4～6/5 アジア太平洋経済協力（APEC）貿易担当大臣会合出
席（6/4～6/5）

来 ナルィシュキン国家院
（下院）議長

6/10～6/11 衆議院議長招待
6/11	 玄葉外務大臣と会談
6/11	 平田参議院議長と会談
6/11	 横路衆議院議長と会談
6/11	 野田総理大臣と会談

往 玄葉外務大臣 7/27～7/30 7/28	 プーチン大統領に表敬
7/28	 ラヴロフ外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 玄葉外務大臣 9/4～9/8 アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議出席（9/5～

9/6）
9/5	 シュヴァロフ第一副首相と会談
9/8	 スラポン・タイ外相と会談

往 野田総理大臣 9/7～9/9 アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議出席（9/8～
9/9）
9/8	 プーチン大統領と会談
9/8	 リー・シェンロン・シンガポール首相と会談
9/9	 ナジブ・マレーシア首相と会談

来 パトルシェフ安全保障
会議書記

10/22～10/25 10/23	 玄葉外務大臣と会談
10/24	 野田総理大臣に表敬

来 シュヴァロフ第一副首
相

11/20～11/21 貿易経済に関する日露政府間委員会第10回会合出席
（11/20）
11/20	 玄葉外務大臣と会談
11/21	 野田総理大臣に表敬

（6）中東と北アフリカ
アフガニスタン 往 玄葉外務大臣 1/11 1/11	 ラスール外相と会談

往 山根外務副大臣 5/6 5/6	 ラスール外相と会談
往 山根外務副大臣 6/14 イスタンブール・プロセス「アジアの中核」閣僚級会合

出席（6/14）
6/14	 カルザイ大統領と会談
6/14	 ラスール外相と会談
6/14	 ムハンマド・サウジアラビア副外相と会談
6/14	 傅瑩中国外交部副部長と会談
6/14	 ラーシェン・ノルウェー副外相と会談

来 カルザイ大統領 7/7～7/10 実務訪問賓客
7/9	 野田総理大臣と会談
7/10	 天皇陛下と御会見

アラブ首長国連
邦

往 玄葉外務大臣 1/10～1/11 1/10	 アブダッラー外相と会談

往 浜田外務大臣政務官 1/12～1/15 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）第2回総会に
副議長として出席（1/14～1/15）
1/14	 ツゥマアリイ・サモア天然資源・環境相と会談
1/15	 ガルガーシュ外務担当国務相と会談

アルジェリア 往 山根外務副大臣 1/31～2/1 第1回日・アルジェリア政策協議出席（1/31）
1/31	 メデルシ外相と会談
1/31	 ユースフー・エネルギー鉱業相と会談

イエメン 来 アッ・サアディ計画国
際協力相

10/12～10/19 10/17	 榛葉外務副大臣と会談

イスラエル 往 山根外務副大臣 1/28～1/30 1/29	 リーベルマン副首相兼外相と会談
来 バラク副首相兼国防相 2/15～2/19 2/15	 野田総理大臣に表敬

2/16	 玄葉外務大臣と会談
往 玄葉外務大臣 5/1～5/2 5/1	 リーベルマン副首相兼外相と会談

イラク 来 ズィーバーリー外相 5/27～5/30 外務省賓客
日・イラク経済合同委員会出席（5/29）
5/29	 野田総理大臣に表敬

イラン 来 サーレヒ外相 7/7～7/8 7/8	 玄葉外務大臣と会談
エジプト 来 アムル外相 3/22～3/23 3/22	 玄葉外務大臣と会談

3/23	 横路衆議院議長と会談
往 玄葉外務大臣 5/2～5/4 5/3	 ガンズーリ首相に表敬

5/3	 カタ―トニー人民議会議長と会談
5/3	 エル・アラビー・アラブ連盟事務総長と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 エルアラビー計画・国
際協力相

10/9～10/15 10/15	 榛葉外務副大臣と会談

オマーン 往 山根外務副大臣 6/2～6/3 6/2	 アラウィ外務担当国務相と会談
カタール 往 玄葉外務大臣 1/8～1/9 1/8	 アティーヤ行政監督庁長官と会談

1/9	 アティーヤ外務担当国務相と会談
1/9	 タミーム皇太子殿下に謁見
1/9	 モーザ首長妃殿下に謁見
1/9	 アル＝サダ・エネルギー工業相と会談
1/9	 マイヤーサ美術館庁総裁と会談
1/9	 クワーリー文化・芸術相と会談

来 アティーヤ外務担当国務
相

1/19～1/21 1/20	 玄葉外務大臣と会談

来 アティーヤ行政監督庁
長官

2/29～3/4 3/1	 玄葉外務大臣と会談

往 中野外務大臣政務官 4/21～4/23 第13回国連貿易開発会議（UNCTAD）総会出席（4/22）
4/22	 アティーヤ行政監督庁長官と会談
4/22	 アティーヤ外務担当国務相と会談
4/22	 ゴンザレス・コスタリカ貿易相と会談

来 アティーヤ行政監督庁
長官

10/10～10/17 日・カタール合同経済委員会第7回会合出席（10/15）

往 長浜環境大臣 12/3～12/6 国連気候変動枠組条約第18回締約国会議（COP18）
及び京都議定書第18回締約国会合（COP18）出席
（12/3～12/6）
12/4	 グローサー・ニュージーランド気候変動問題

国際交渉担当相と会談
12/5	 コロレク・ポーランド環境相と会談
12/5	 デイビー英国エネルギー・気候変動相と会談
12/5	 カンブアヤ・インドネシア環境相と会談
12/6	 ヘテゴー気候変動担当欧州委員と会談
12/6	 オユーン・モンゴル自然環境・グリーン開発

相と会談
12/6	 アティーヤ行政監督庁長官と会談
12/6	 マムード・バングラデシュ環境森林相と会談
12/6	 シャキーラ・モルディブ環境・エネルギー相と

会談
クウェート 往 中野外務大臣政務官 3/13～3/14 第13回国際エネルギー・フォーラム（IEF）閣僚級会合

出席（3/13～3/14）
3/13	 サバーハ首長殿下に謁見
3/13	 ヤスミン・ブルネイ・エネルギー相と会談
3/13	 ファン・デル・フーフェン国際エネルギー機関

（IEA）事務局長と会談
3/13	 イメデ・モザンビーク・副エネルギー相と会談
3/14	 フローレスIEF事務局長と会談
3/14	 サルマン・サウジアラビア副石油鉱物資源相

と会談
来 サバーハ首長殿下 3/20～3/23 国賓

3/21	 天皇皇后陛下と御会見
3/21	 横路衆議院議長と会談
3/21	 皇太子殿下と宮中晩餐
3/22	 野田総理大臣と会談
3/23	 天皇皇后両陛下が御訪問

往 風間外務大臣政務官 10/15～10/17 第1回アジア協力対話（ACD）第1回首脳会合出席
（10/16～10/17）
10/15	 リム・ブルネイ第2外務貿易相と会談
10/16	 ジャービル首相と会談
10/16	 ピーリス・スリランカ外相と会談
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サウジアラビア 往 玄葉外務大臣 1/7～1/8 日・湾岸協力理事会（GCC）戦略対話覚書署名式出席

（1/7）
1/8	 ナイミ石油鉱物資源相と会談
1/8	 サルマン国防相と会談
1/8	 ムクリン総合諜報庁長官と会談

往 皇太子殿下 6/20～6/21 ナーイフ皇太子殿下の薨去に伴う御弔問（6/20）
6/20	 サルマン皇太子殿下と御接見
6/20	 フィリップ・ベルギー皇太子殿下と御接見

往 江田元参議院議長（特
派大使）

6/20～6/21 ナーイフ皇太子殿下の薨去に伴う弔問（6/20）

来 マダニ外務担当国務相 7/7～7/9 アフガニスタンに関する東京会合出席（7/8）
シリア 来 ガリユーン国民評議会

議長
5/9～5/12 5/10	 玄葉外務大臣と会談

チュニジア 往 山根外務副大臣 2/23～2/25 第1回シリア・フレンズ閣僚級会合出席（2/24）
2/24	 アブデッサレーム・チュニジア外相と会談
2/24	 エル・オトマニ・モロッコ外相と会談
2/24	 ベン・カイヤール・リビア外相と会談
2/24	 ガリユーン・シリア国民評議会議長と会談

来 アブデッサレーム外相 6/24～6/27 外務省賓客
6/26	 玄葉外務大臣と会談

来 ベッタイエブ投資・国
際協力相

10/9～10/14 10/11	 浜田外務大臣政務官と会談

往 浜田外務大臣政務官 12/13～12/14 拡大中東・北アフリカ（BMENA）「未来のためのフォー
ラム」第9回閣僚級会合出席（12/13）

トルコ 往 玄葉外務大臣 1/5～1/6 1/6	 ダーヴトオール外相と会談
往 山根外務副大臣 6/1 ソマリアに関するイスタンブール会合出席（6/1）

6/1	 シェイク・シャリフ・ソマリア暫定政府「大統
領」と会談

6/1	 アリ・ソマリア暫定政府「首相」と会談
6/1	 ゲレ・ジブチ大統領と会談
6/1	 ムセベニ・ウガンダ大統領と会談
6/1	 ンクルンジザ・ブルンジ大統領と会談
6/1	 オディンガ・ケニア首相と会談
6/1	 ピン・アフリカ連合（AU）委員長と会談

往 玄葉外務大臣 6/16～6/17 軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）第4回外相会合
出席（6/16）
6/16	 ダーヴトオール外相と会談

来 チャーラヤン経済相 7/18～7/21 「日本国及びトルコ共和国間の経済関係における協力枠
組み設立に関する覚書」署名式出席（7/19）
第1回日・トルコ貿易・投資閣僚会合出席（7/19）

バーレーン 来 ハマド国王陛下 4/11～4/13 公式実務訪問賓客
4/11	 野田総理大臣と会談
4/12	 天皇陛下と御会見・宮中午餐
4/12	 横路衆議院議長と会談

来 ムハンマド副首相 4/11～4/13 ハマド国王陛下に同行
来 ハーリド外相 4/11～4/13 ハマド国王陛下に同行

（パレスチナ自治
区）

往 山根外務副大臣 1/28～1/30 1/28	 アッバース大統領と会談
1/29	 マーリキ外務庁長官と会談

来 アッバース大統領 4/12～4/15 実務訪問賓客
被災地（宮城県名取市）訪問（4/12）
4/13	 皇太子殿下と御接見
4/14	 野田総理大臣と会談

往 玄葉外務大臣 5/1～5/2 5/2	 ファイヤード首相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
モロッコ 来 エル・オトマニ外務・

協力相及び同令夫人
3/4～3/7 外務省賓客

3/5	 野田総理大臣に表敬
3/5	 玄葉外務大臣と会談
3/6	 平田参議院議長と会談

往 玄葉外務大臣 5/4～5/6 第4回アフリカ開発会議（TICAD）閣僚級フォローアッ
プ会合出席（5/5～5/6）
5/4	 モハメッド6世国王陛下に謁見
5/4	 ベンキラン首相に表敬
5/4	 エル・オトマニ外相と会談
5/5	 バコ外務・アフリカ統合・仏語圏・在外ベナ

ン人相と会談
5/5	 シセ・セネガル外務・在外セネガル人相と会

談
5/5	 アル＝アジャブ・スーダン外務担当国務相と

会談
5/6	 ムンベンゲグウィ・ジンバブエ外相と会談
5/6	 メンベ・タンザニア外務・国際協力相と会談

往 浜田外務大臣政務官 12/11～12/13 第4回シリア・フレンズ閣僚級会合出席（12/12）
ヨルダン 往 山根外務副大臣 1/30～1/31 1/30	 ハサーウネ首相と会談

1/30	 ジュデ外相と会談
来 ハッサン計画・国際協
力相

2/29～3/3 3/2	 玄葉外務大臣と会談

往 玄葉外務大臣 5/2 5/2	 ジュデ外相と会談
5/2	 アッバース・パレスチナ自治政府大統領と会談

リビア 往 山根外務副大臣 2/25～2/27 2/26	 アブシャグール第一副首相と会談
2/26	 ベンヤッザ石油・ガス相と会談
2/26	 フテーシエ工業相と会談

来 ベン・カイヤール外務
国際協力相

6/6～6/9 6/6	 玄葉外務大臣と会談

（7）アフリカ
アンゴラ 往 加藤外務大臣政務官 1/8～1/9 1/9	 ディアス・ドス・サントス副大統領に表敬

1/9	 ガンボア外務協力長官と会談
1/9	 ロッシャ通信情報技術相と会談

ウガンダ 往 秋篠宮同妃両殿下 6/11～6/17 日本・ウガンダ外交関係樹立50周年記念晩餐会御臨席
（6/13）
ナイル架橋建設日本・ウガンダ友好親善定礎式御臨席
（6/14）
6/13	 ウガンダ大統領に表敬

来 キワヌカ財務・計画・
経済開発相

10/9～10/14 10/11	 村越外務大臣政務官と会談

往 村越外務大臣政務官 11/4～11/5 11/5	 ムセベニ大統領に表敬
11/5	 キワヌカ財務相に表敬
11/5	 ムローニ・エネルギー・鉱物相に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
エチオピア 往 山根外務副大臣 1/25～1/27 アフリカ連合（AU）閣僚執行理事会開会式出席（1/26）

1/25	 ピンAU委員長と会談
1/25	 バソレ・ブルキナファソ外務・域内協力相と

会談
1/25、1/26　ハイレマリアム副首相兼外相と会談
1/26、1/27　イキソル・コモロ大統領に表敬
1/26	 ベン・カイヤール・リビア外務・国際協力相

と会談
1/26	 ラマ・ギニア外務・在外ギニア人相と会談
1/26	 オケロ・ウガンダ国際問題担当国務相と会談
1/26	 ボルジェス・カーボヴェルデ対外関係相と会

談
1/26	 ヌヨマ・ナミビア外相と会談
1/26	 ワナシ・スーダン副外相と会談
1/26	 イブラヒム・ソマリア暫定連邦「政府副首相

兼外相」と会談
1/26	 マカリー・ニュージーランド外相と会談
1/27	 シコティ・アンゴラ外相と会談
1/27	 ニヤル・デン南スーダン外務・国際協力相と

会談
1/27	 コルディロ・ブラジル副外相と会談

往 山根外務副大臣 7/12～7/13 7/12	 スケレマニ・ボツワナ外務・国際協力相と会
談

7/12	 ワナシー・スーダン外務担当国務相と会談
7/12	 ムシキワボ・ルワンダ外務・協力相と会談
7/12	 ニヤル・デン南スーダン外務・国際協力相と

会談
7/12	 ダウダ・シエラレオネ外務・国際協力相と会

談
カーボヴェルデ 来 ロシャ外務閣外相 11/6 11/6	 榛葉外務副大臣と会談
ギニア 往 加藤外務大臣政務官 7/23～7/25 7/24	 コンデ大統領に表敬

7/24	 ラマ外務・在外自国民相と会談
7/24	 シセ計画相と会談

ケニア 来 オンゲリ外相 6/3～6/5 6/5	 玄葉外務大臣と会談
来 マレンデ国民議会議長 10/28～11/2 外務省招待

10/31	 横路衆議院議長と会談
10/31	 平田参議院議長と会談

コートジボワール 往 加藤外務大臣政務官 7/25～7/26 7/25	 アウス首相に表敬
7/25	 ソロ国民議会議長に表敬
7/25	 マブリ計画・開発相と会談

コンゴ民主共和
国

往 加藤外務大臣政務官 8/19～8/22 8/20	 マタタ首相と会談
8/20	 ムココ副首相・予算相と会談
8/20	 カンバ運輸・通信相（経済・商業相臨時代理）

と会談
8/20	 カブウェルル鉱物資源相と会談
8/20	 トゥンダ副外務・国際協力・仏語圏相（外務

担当）と会談
8/20	 マグベング副外務・国際協力・仏語圏相（国

際・地域協力担当）と会談
ザンビア 往 加藤外務大臣政務官 1/12～1/15 1/13	 スコット副大統領に表敬

1/13	 ルビンダ外相に表敬
1/13	 チクワンダ財務国家計画相と会談

来 ルビンダ外相 10/10～10/15 有償資金協力「カズングラ橋建設計画」交換公文署名
式出席（10/10）
10/10	 玄葉外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 サタ大統領及び同令夫
人

10/10～10/15 実務訪問賓客
10/10	 野田総理大臣と会談
10/11	 天皇皇后両陛下と御会見

来 ルビンダ外相 12/16～12/18 原子力安全に関する福島閣僚会議出席（12/16～
12/17）

ジンバブエ 来 チャンギライ首相及び
同令夫人

7/17～7/20 実務訪問賓客
7/19	 野田総理大臣と会談

往 加藤外務大臣政務官 8/22～8/25 8/23	 チャンギライ首相と会談
8/23	 ムンベンゲグウィ外相と会談
8/23	 カスクウェレ青年育成・現地化・エンパワー

メント相と会談
8/23	 チマニキレ副鉱山・鉱業開発相と会談

タンザニア 往 村越外務大臣政務官 11/1～11/4 11/1	 キクウェテ大統領に表敬
11/2	 マグフリ建設相に表敬
11/2	 ムギムワ財務相に表敬
11/2	 マキンダ国民議会議長に表敬
11/2	 ピンダ首相に表敬

往 マキンダ国民議会議長 5/13～5/18 衆議院議長招待
5/17	 横路衆議院議長と会談
5/17	 平田参議院議長と会談

ナイジェリア 来 アシル外相 7/3～7/4 世界防災閣僚会議in東北出席（7/3～7/4）
7/4	 玄葉外務大臣と会談

来 タンブワール国民議会
下院議会長

10/21～10/26 衆議院議長招待
10/22	 横路衆議院議長と会談
10/22	 平田参議院議長と会談
10/23	 野田総理大臣と会談

ナミビア 来 ヌヨマ外相 7/23～7/26 外務省賓客
7/24	 玄葉外務大臣と会談

ニジェール 来 バズム外務・協力・ア
フリカ統合・在外ニ
ジェール人相

7/3～7/4 世界防災閣僚会議in東北（7/3～7/4）
7/4	 玄葉外務大臣と会談

ブルキナファソ 来 バソレ外相 8/26～8/28 外務省賓客
8/27	 玄葉外務大臣と会談

ベナン 往 加藤外務大臣政務官 7/26～7/27 7/26	 バコ外務・アフリカ統合・仏語圏・在外ベナ
ン人相と会談

7/27	 ヤイ大統領に表敬
南アフリカ 往 加藤外務大臣政務官 1/11～1/12 1/11	 エブラヒム副国際関係協力相と会談

1/12	 モトランテ副大統領に表敬
往 加藤外務大臣政務官 8/22～8/24 8/22	 マヤキアフリカの開発のための新パートナーシッ

プ（NEPAD）計画調整庁長官と会談
8/24	 フランスマン副国際関係・協力相と会談
8/24	 エブラヒム副国際関係・協力相と会談

南スーダン 往 榛葉外務副大臣 12/4～12/5 12/5	 キール大統領と会談
12/4	 ベンジャミン情報・放送相と会談
12/4	 デン・アロル内閣担当相と会談

モザンビーク 往 加藤外務大臣政務官 1/9～1/11 1/10	 ゲブーザ大統領に表敬
1/10	 アリ首相に表敬
1/10	 コローマ副外務協力相と会談

来 アリ首相 2/20～2/24 実務訪問賓客
2/21	 野田総理大臣と会談
2/21	 玄葉外務大臣と会談

リベリア 来 サーリーフ大統領 10/10～10/16 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/12～10/14）
10/11	 野田総理大臣と会談
10/12	 天皇陛下と御会見
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 センドロ土地・鉱業・
エネルギー相

12/6～12/13 12/10	 榛葉外務副大臣と会談

（8）国際機関
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 5/23～5/26 5/25	 玄葉外務大臣に表敬

イーター（ITER）
機構

来 本島機構長 12/13～12/17 原子力安全に関する福島閣僚会議出席（12/15～12/17）

北太平洋海洋科
学機関（PICES）

来 ボチャロフ議長 10/14～10/22 2012年PICES年次会合出席（10/14～10/21）

経済協力開発機
構（OECD）

来 グリア事務総長 4/23～4/25 4/23	玄葉外務大臣と会談
4/25	野田総理大臣に表敬

来 グリア事務総長 10/11～10/14 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/12～10/13）
国際移住機関
（IOM）

来 スウィング事務局長 2/28～3/3 外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ
「東日本大震災と外国人政策」（外務省、明治大学、IOM
共催）出席（3/1）
3/2	 山根外務副大臣と会談

国際再生可能エ
ネルギー機関
（IRENA）

来 アミン事務局長 5/25～5/26 ワークショップ「太平洋島嶼国における再生可能エネル
ギーの普及促進	～課題への挑戦～」（日本、IRENA共
催）出席（5/26）

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

11/21～11/22 世界エネルギー展望2012年版記者発表会出席（11/22）
11/21	 吉良外務副大臣と会談

国際海事機関
（IMO）

来 関水事務局長 2/5～2/11 2/9	 野田総理大臣に表敬
来 関水事務局長 8/19～8/21 8/20	 玄葉外務大臣に表敬

国際家族計画連
盟（IPPF）

来 メレッセ事務局長 7/24 7/24	 山根外務副大臣と会談
来 メレッセ事務局長 10/29～11/2 10/31	 榛葉外務副大臣に表敬

国際刑事裁判所
（ICC）

来 ベンソーダ検察官 10/15～10/19 10/16	 吉良外務副大臣と会談

国際原子力機関
（IAEA）

来 天野事務局長 10/6～10/11 10/10	 玄葉外務大臣に表敬

国際農業開発基
金（IFAD）

来 ヌワンゼ総裁 10/9～10/14 10/11	 風間外務大臣政務官と会談

国連人口基金
（UNFPA）

来 オショティメイン事務
局長

10/1～10/3 シンポジウム「21世紀の高齢化社会にどう挑むのか」
出席（10/1）
10/1	 山根外務副大臣に表敬

国際通貨基金
（IMF）

来 ラガルド専務理事 10/10～10/15 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/10～10/14）
10/12	 野田総理大臣に表敬

国連 来 潘基文事務総長 7/7～7/9 外務省賓客
7/8	 玄葉外務大臣と会談
7/8	 野田総理大臣に表敬

国連開発計画
（UNDP）

来 クラーク総裁 7/2～7/4 外務省賓客
世界防災閣僚会議in東北出席（7/3～7/4）
7/2	 玄葉外務大臣と会談
7/3	 野田総理大臣に表敬

来 クラーク総裁 10/11～10/14 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/11～10/14）
来 クラーク総裁 11/28～11/30 11/30	 吉良外務副大臣と会談

国連環境計画
（UNEP）

来 シュタイナー事務局長 10/29～10/30 10/29	 榛葉外務副大臣に表敬

国連教育科学	
文 化 機 関
（UNESCO）

来 ボゴバ事務局長 2/12～2/17 平泉世界遺産認定書授与式及び世界遺産条約採択40
周年記念開幕式典出席（2/13）
2/16	 玄葉外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ボゴバ事務局長 11/5～11/8 世界遺産条約採択40周年記念最終会合出席（11/6）

国連世界食糧計
画（WFP）

来 カズン事務局長 5/27～5/30 5/28	 野田総理大臣に表敬
5/28	 玄葉外務大臣に表敬

国連人間居住計画
（UN-HABITAT）

来 クロス事務局長 5/28～6/1 5/29	 山根外務副大臣と会談

国連パレスチナ
難民救済事業機
関（UNRWA）

来 グランディ事務局長 8/7/8～12 シンポジウム「日本–UNRWA、変動する中東における
パレスチナ難民」出席（8/8）
8/10	 山根外務副大臣と会談

国連ボランティ
ア計画（UNV）

来 パンシエーリ事務局長 11/4～11/10 11/7	 風間外務大臣政務官と会談

黒海経済協力機
構（BSEC）

来 トヴィルクン事務局長 11/14～11/17 11/15	 浜田外務大臣政務官と会談

バチェレ・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	Woman）

来 バチェレ事務局長 11/12～11/13 11/12	 野田総理大臣に表敬
11/13	 玄葉外務大臣と会談

生物多様性条約
事務局

来 ジアス事務局長 2/25～2/29 2/27	 加藤外務大臣政務官と会談

世界エイズ・結
核・マラリア対策
基金（世界基金）

来 ハラミヨジェネラル・
マネージャー

6/13～6/15 6/14	 加藤外務大臣政務官と会談

世界銀行（WB） 来 キム総裁 10/9～10/14 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/9～10/14）
10/12	 野田総理大臣に表敬

世界貿易機関
（WTO）

来 ラミー事務局長 3/15～3/17 外務省賓客
3/15	 野田総理大臣に表敬
3/16	 玄葉外務大臣と会談

来 ラミー事務局長 10/12～10/14 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/13）
世界保健機関
（WHO）

来 チャン事務局長 10/10～10/13 IMF/世界銀行総会プログラム・オブ・セミナーズ「国
際保健2：ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ–機会と
教訓」（世界銀行グループ、財務省主催）出席（10/11）
10/12	 榛葉外務副大臣に表敬

赤十字国際委員
会（ICRC）

来 ケレンベルガー総裁 5/22～5/25 5/24	 玄葉外務大臣に表敬

東南アジア諸国
連合（ASEAN）

来 ルオン・ミン次期事務
総長

12/9～12/10 12/10	 風間外務大臣政務官と会談

バチカン正義と
平和評議会

来 タークソン議長 11/8～11/12 11/9	 浜田外務大臣政務官と会談

東カリブ諸国機
構（OECS）

来 イシュマエル事務局長 10/9～10/14 第67回IMF・世界銀行年次総会出席（10/9～10/14）

米州開発銀行
（IDB）

来 モレノ総裁 10/12～10/14 政府関係者との意見交換

包括的核実験禁
止 条 約 機 関
（CTBTO）準備
委員会

来 トート事務局長 8/5～8/11 広島原爆死没者慰霊式平和記念式出席（8/6）
長崎原爆犠牲者慰霊平和式典出席（8/9）
8/7	 中野外務大臣政務官と会談

来 トート事務局長 12/15～12/17 原子力安全に関する福島閣僚会議出席（12/15～12/17）
ワクチンと予防
接種のための世
界 同盟（GAVI
アライアンス）

来 バークレー事務局長 10/11～10/13 10/12	 榛葉外務副大臣と会談
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