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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 小野寺防衛大臣 1/5～1/8 1/6	 	アントニー防衛相と会談

1/6	 	シン首相に表敬
1/7	 	第4航空団（アグラ空軍基地）視察

往 安倍総理大臣 1/25～1/27 1/25	 	ムカジー大統領に表敬
1/25	 	シン首相と会談
1/25	 	科学技術セミナー出席
1/26	 	インドの女性リーダーと懇談
1/26	 	共和国記念日行事記念パレード観閲
1/26	 	海外産業人材育成協会（HIDA）セミナー出席

来 モディ首相 8/30～9/3 公賓
9/1	 	安倍総理大臣と会談
9/1	 	岸田外務大臣による表敬
9/2	 	天皇陛下が御引見

往 太田国土交通大臣 9/22～9/24 9/22	 	ゴウダ鉄道相と会談
9/23	 	ナイドゥ都市開発相と会談
9/24	 	ナイク観光相と会談
9/24	 	ガドカリ道路交通・海運相と会談

来 シン前インド首相及び
同令夫人

11/4～11/7 11/5	 	天皇皇后両陛下と御昼餐

インドネシア 往 岸田外務大臣 3/1 3/1	 	パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合
（CEAPAD）第2回閣僚会議出席

3/1	 	マルティ外相と会談
往 三ツ矢外務副大臣 3/25～3/27 3/26	 	OECD東南アジア地域フォーラム出席

3/26	 	グリアOECD事務総長と会談
3/26	 	ナム・ラオス商工業相と会談
3/26	 	ズン・ベトナム副計画投資相と会談
3/27	 	ワルダナ副外相と会談

来 マルティ外相 4/10～4/13 4/11～4/12　	軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）
広島外相会合出席

4/11	 	岸田外務大臣と会談
往 岸外務副大臣 5/19～5/21 5/19	 	包括的核実験禁止条約（CTBT）地域ハイレベ

ル会合出席
5/19	 	ゼルボ包括的核実験禁止条約機関（CTBTO）

事務局長と会談
5/20	 	マルティ外相と会談

往 岸田外務大臣 8/11～8/12 8/12	 	ジョコ次期大統領と会談
8/12	 	マルティ外相と会談

（2014年1月1日～12月31日）

〈記載対象と留意点〉
1．	対象期間は2014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・機関の要人の来日については、原則として、各国の国家元首、王族、首相、国会議長、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。

要人往来

302



国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 中根外務大臣政務官
（総理特使）

10/9～10/11 10/10～10/11　	第7回バリ民主主義フォーラム出席及
びスピーチ実施

10/10	 	デル・ロサリオ・フィリピン外相と会談
10/10	 	ピント・東ティモール副外相と会談

往 福田元総理大臣（特派
大使）

10/19～10/20 10/19	 	ユスフ次期副大統領と会談
10/20	 	大統領就任式出席

オーストラリア 往 麻生副総理兼財務大臣
兼内閣府特命担当大臣

2/22～2/23 2/22～2/23　	20か国財務大臣・中央銀行総裁会議出
席

2/22	 	ホッキー財務相と会談
来 アボット首相 4/5～4/8 公賓

4/7	 	天皇陛下が御引見
4/7	 	安倍総理大臣と会談

来 ビショップ外相 4/11～4/12 4/11～4/12　	軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）
広島外相会合出席

4/11	 	岸田外務大臣と会談
往 秋篠宮同妃両殿下 2/4 ペルー及びアルゼンチン御訪問に際してのお立寄り
往 小野寺防衛大臣 4/26～4/28 4/28	 	スターリング海軍基地及びピアース空軍基地視

察
4/28	 	ジョンストン国防相と会談

往 新藤総務大臣 4/27～4/30 4/29	 	マクファーレン産業相と会談
4/29	 	ターンブル通信相と会談

来 ビショップ外相 6/11～6/13 6/11	 	第5回日豪外務・防衛閣僚協議（2＋2閣僚級
会合）出席

6/11	 	安倍総理大臣に表敬
6/11	 	岸田外務大臣と会談

来 ジョンストン国防相 6/11～6/13 6/11	 	第5回日豪外務・防衛閣僚協議（2＋2閣僚級
会合）出席

6/11	 	安倍総理大臣に表敬
往 安倍総理大臣及び同令
夫人

7/7～7/8 オーストラリア政府公式賓客
7/8	 	無名戦士の墓献花
7/8	 	戦争記念館視察
7/8	 	オーストラリア国会において演説実施
7/8	 	歓迎式典出席
7/8	 	オーストラリア国立大学視察
7/8	 	日豪EPA署名
7/8	 	日豪防衛装備品技術移転協定署名
7/8	 	バリー連邦議会上院議長及びビショップ連邦議

会下院議長と懇談
7/8	 	コスグローブ連邦総督夫妻に表敬
7/8	 	アボット首相と会談

往 茂木経済産業大臣 7/17～7/20 7/18	 	日本インフラ市場セミナー
7/18	 	トラス副首相兼インフラ地域開発相と会談
7/18	 	マクファーレン産業相と会談
7/18	 	フローマン米国通商代表と会談
7/19	 	デ・ヒュフトEU貿易委員と会談
7/19	 	G20貿易大臣会合出席

往 林農林水産大臣 7/17～7/20 7/19	 	G20貿易大臣会合出席
7/19	 	ジョイス農水林業相と会談

来 ビショップ連邦下院議
長

9/9～9/11 9/10	 	安倍総理大臣に表敬
9/10	 	伊吹衆議院議長と懇談

往 麻生副総理兼財務大臣
兼内閣府特命担当大臣

9/18～9/22 9/19	 	日中韓財務大臣・中央銀行総裁会議出席
9/19	 	ルー米国財務長官と会談
9/20～9/21　	20か国財務大臣・中央銀行総裁会議出

席
往 甘利経済再生担当大臣 10/25～10/27 TPP協定閣僚会合出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 中根外務大臣政務官 10/31～11/3 10/31	 	マーミオン西オーストラリア州鉱業石油兼住宅

相と会談
10/31	 	ジョンストン国防相と会談
11/1	 	アルバニー船団100周年記念式典出席
11/3	 	ボーカムヒルズ高校訪問
11/3	 	シドニー・オリンピック・パーク視察
11/3	 	ブラント・ニューサウスウェールズ州副首相と

会談
往 安倍総理大臣 11/14～11/17 11/14	 	ズマ南アフリカ大統領と会談

11/14	 	モディ・インド首相と会談
11/15～11/16	 	G20ブリスベン・サミット出席
11/16	 	ユンカー欧州委員会委員長と会談
11/16	 	オバマ米国大統領と会談
11/16	 	アボット首相及びオバマ米国大統領と会談
11/17	 	リー・シェンロン・シンガポール首相と会談

往 麻生副総理兼財務大臣
兼内閣府特命担当大臣

11/14～11/17 11/15	 	G20財務大臣会合出席
11/15	 	ルー米国財務長官との会談
11/15	 	楼

お う

継
け い

偉
い

中国財務部長との会談
11/15	 	オリバー・カナダ財務相との会談
11/16	 	安倍総理大臣とユンカー欧州委員会委員長の日

EU首脳会談同席
11/16	 	キム世界銀行総裁との会談

韓国 往 石原環境大臣 4/28～29 第16回日中韓環境大臣会合出席
往 太田国土交通大臣 4/29～30 4/29	 	劉

ユ

震
ジ ン

竜
リョン

文化体育観光部長官と会談
4/29	 	徐

ソ

昇
ス ン

煥
ファン

国土交通部長官と会談
往 下村文部科学大臣 5/30～31 5/30	 	第9回済州フォーラム出席
来 鄭

チョン・ウィファ

義和国会議長 10/26～10/28 衆議院議長招待
10/27	 	安倍総理大臣に表敬
10/27	 	伊吹衆議院議長と懇談

カンボジア 往 茂木経済産業大臣 4/26～4/27 4/27	 	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

4/27	 	フン・セン首相と会談
4/27	 	スン・チャントル商業相と会談
4/27	 	ソック・チェンダ首相補佐特命相と会談
4/27	 	チャム・プラシット工業・手工芸相と会談

来 ボンセイ・ビソット首
相特使（カンボジア最
高国家経済評議会副委
員長）

5/21～5/24 5/23	 	岸田外務大臣に表敬

往 岸田外務大臣 6/29～6/30 6/30	 	シハモニ国王に拝謁
6/30	 	フン・セン首相に表敬
6/30	 	ハオ・ナムホン副首相兼外相と会談
6/30	 	日本による投資案件イオンモール・プノンペン

開所式出席
往 太田国土交通大臣 8/14～8/16 8/15	 	フン・セン首相と会談

8/15	 	トラム・イウ・テック公共事業運輸相と会談
8/15	 	タオン・コン観光相と会談
8/15	 	マオ・ハーバナル民間航空庁長官と会談

サモア 往 牧野外務大臣政務官 9/1～9/4 9/1～9/4　	第3回小島嶼開発途上国（SIDS）国際会
議出席

9/1～9/4　	マルチステークホルダー会合出席
9/2	 	トゥイラエパ・サモア首相兼財務・外相と会談
9/2	 	ロヤック・マーシャル大統領と会談
9/2	 	ミッチェル・グレナダ首相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
シンガポール 往 甘利経済再生担当大臣 2/22～2/25 TPP協定閣僚会合出席

往 甘利経済再生担当大臣 5/19～5/20 TPP協定閣僚会合出席
往 安倍総理大臣 5/30～5/31 5/30	 	第13回シャングリラ・ダイアローグ出席及び基

調講演実施
5/30	 	ヘーゲル米国国防長官による表敬
5/31	 	リー・シェンロン首相と会談

往 小野寺防衛大臣 5/30～6/1 5/30	 	ヘーゲル米国国防長官とジョンストン・オース
トラリア国防相と会談（日米豪防衛相会談）

5/31	 	ヘーゲル米国国防長官と金
キ ム

寛
グァン

鎮
ジ ン

韓国国防相と会
談（日米韓防衛相会談）

5/31	 	ヘーゲル米国国防長官と会談
5/31	 	第13回シャングリラ・ダイアローグ出席

来 グレース・フー首相府
相兼第二外相兼第二環
境・水資源相

9/11～9/13 9/12	 	岸田外務大臣と会談

来 シャンガム外相兼法相 10/22～10/24 10/23	 	安倍総理大臣に表敬
10/23	 	岸田外務大臣と会談

スリランカ 往 木原外務大臣政務官 5/8～5/9 5/9	 	ラージャパクサ大統領に表敬
5/9	 	ラージャパクサ経済開発相と会談
5/9	 	コロンボ港及びコロンボドックヤード視察
5/9	 	血液銀行視察

往 安倍総理大臣及び同令
夫人

9/7～9/8 9/7	 	日本スリランカ・ビジネス・フォーラム出席及
びスピーチ実施

9/7	 	ラージャパクサ大統領と会談
ソロモン諸島 往 宇都外務大臣政務官 9/16～9/21 9/18	 	リロ首相に表敬

9/18	 	ソアラオイ外務・貿易相に表敬
9/19	 	海上自衛隊練習艦隊への戦没者御遺骨引渡式出

席
タイ 往 木原外務大臣政務官 8/6～8/8 8/7	 	国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）第

70回総会出席及びスピーチ実施
8/7	 	ESCAP共催防災サイドイベント出席
8/7	 	アクタールESCAP事務局長と会談
8/7	 	トゥイバカノ・トンガ首相兼外務・防衛・情報通

信相に表敬
8/7	 	トブゲー・ブータン首相に表敬

往 城内外務副大臣 10/1～10/2 10/2	 	プラユット首相に表敬
10/2	 	タナサック副首相兼外相に表敬
10/2	 	プラジン運輸相に表敬
10/2	 	ドーン副外相と会談

来 プラウィット副首相兼
国防相

11/6～11/7 11/7	 	麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣と
会談

中国 往 茂木経済産業大臣 5/17～5/18 5/17～5/18　	APEC貿易大臣会合出席
5/17	 	高

こ う

虎
ふ

城
じょう

商務部長と会談
5/17	 	ファスト・カナダ国際貿易相と会談

往 牧野外務大臣政務官 5/16～5/17 5/17	 	アジア太平洋経済協力（APEC）貿易大臣会合
出席

往 太田国土交通大臣 6/26～6/28 6/27	 	劉
りゅう

延
え ん

東
と う

副総理と会談
往 山本海洋政策・領土問
題担当大臣

8/27～8/29 8/27	 	劉
りゅう

賜
し

貴
ぐ い

国家海洋局長官による表敬
8/28	 	シャリフ・インドネシア海洋水産相と会談
8/28	 	アジア太平洋経済協力（APEC）海洋担当大臣

会合出席
往 麻生副総理兼財務大臣
兼内閣府特命担当大臣

10/21～10/22 10/21～10/22　	アジア太平洋経済協力（APEC）財務
相会合出席

10/22	 	張
ちょう

高
こ う

麗
れ い

副総理副首相と立ち話
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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 11/7～11/9 11/7～11/8　	アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会

議出席
11/7	 	ケリー米国国務長官と会談
11/8	 	王

お う

毅
き

外交部長と会談
11/8	 	ビショップ・オーストラリア外相と会談
11/8	 	ルトノ・インドネシア外相と会談
11/8	 	デル・ロサリオ・フィリピン外相と会談
11/8	 	マカリー・ニュージーランド外相と会談

往 宮沢経済産業大臣 11/7～11/9 11/8	 	アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議出席
11/8	 	高

こ う

虎
ふ

城
じょう

商務部長と会談
11/8	 	苗

びょう

圩
う

工業信息化部長と会談
11/8	 	ウリュカエフ・ロシア経済発展相と会談
11/8	 	フローマン米国通商代表と会談

往 安倍総理大臣及び同令
夫人

11/9～11/11 11/9	 	プーチン・ロシア大統領と会談
11/9	 	ハーパー・カナダ首相と会談
11/10～11/11　	アジア太平洋経済協力（APEC）首脳

会議出席
11/10	 	TPP協定首脳会議
11/10	 	APECビジネス諮問委員会（ABAC）との対話
11/10	 	習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

国家主席と会談
11/10	 	ジョコ・インドネシア大統領と会談
11/10	 	ウマラ・ペルー大統領と会談

往 甘利経済再生担当大臣 11/8～11/10 11/8	 	TPP協定閣僚会合出席
11/10	 	TPP協定首脳会議出席

トンガ 往 三ツ矢外務副大臣 2/24～2/25 2/24	 	トゥイバカノ首相に表敬
2/25	 	ウルカララ皇太子殿下に表敬

ニュージーラン
ド

往 三ツ矢外務副大臣 2/20～2/24 2/20	 	日NZ経済人会議関係者との意見交換
2/21	 	日本企業関係者との意見交換
2/22	 	クライストチャーチ地震3周年追悼式典出席
2/23	 	ジャパンデー出席

往 安倍総理大臣 7/6～7/7 7/7	 	歓迎行事出席
7/7	 	キー首相と会談
7/7	 	カンタベリーTVビル跡地視察
7/7	 	仮設大聖堂視察

ネパール 往 木原外務大臣政務官 5/7～5/8 5/7	 	パンディ外相に表敬
5/7	 	カトマンズ・バクタプール道路及び国立結核セ

ンター視察
5/8	 	ヤダブ大統領に表敬
5/8	 	コイララ首相に表敬

来 パンディ外相 10/5～10/9 外務省賓客
10/8	 	岸田外務大臣と会談

パプアニューギ
ニア

来 オニール首相 6/2～6/4 6/3	 	パプアニューギニアからのLNG輸出開始に伴う
タンカーの到着式典出席

往 安倍総理大臣及び同令
夫人

7/10～7/12 7/10	 	歓迎行事出席
7/10	 	オギオ総督夫妻に表敬
7/10	 	オニール首相と会談
7/11	 	川端静氏と懇談
7/11	 	日・パプアニューギニア投資協定合同委員会発

足会合出席
7/11	 	ニューギニア戦没者の碑献花
7/11	 	戦没者慰霊碑除幕式出席

往 宇都外務大臣政務官 9/15～9/16 9/15	 	パト外務移民相に表敬
9/15	 	ポク国防相に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
パラオ 往 石原環境大臣 1/11～1/15 1/13	 	JCM二国間文書署名・交換

1/13	 	センゲバウ天然資源・環境・観光相と会談
1/13	 	オビアン公共基盤・産業・商業相と会談
1/14	 	レメンゲサウ大統領に表敬

往 木原外務大臣政務官
（総理特使）

7/31～8/2 8/1	 	太平洋諸島フォーラム（PIF）域外国対話出席
8/1	 	レメンゲサウ大統領と会談
8/1	 	トゥイラエパ・サモア首相と会談
8/1	 	タランギ・ニウエ外相と会談
8/1	 	モリ・ミクロネシア大統領と会談
8/1	 	ムラー・マーシャル保健相（前外相）と会談

往 中根外務大臣政務官
（総理特使）

9/30～10/3 10/1	 	パラオ共和国独立20周年記念式典出席
10/1	 	レメンゲサウ大統領に表敬
10/1	 	クアルテイ国務相に表敬
10/2	 	ペリリュー島訪問

来 レメンゲサウ大統領 12/16～12/19 実務訪問賓客
12/17	 	天皇陛下と御会見
12/17	 	天皇皇后両陛下と御昼餐
12/17	 	安倍総理大臣と会談

バングラデシュ 来 岸田外務大臣 3/21～3/23 3/22	 	ハシナ首相を表敬
3/22	 	アリ外相と会談

往 ハシナ首相 5/25～5/28 公賓
5/26	 	天皇陛下が御引見
5/26	 	安倍総理大臣と会談
5/26	 	岸田外務大臣による表敬

往 安倍総理大臣及び同令
夫人

9/6～9/7 9/6	 	日本・バングラデシュ・ビジネスフォーラム出
席及びスピーチ実施

9/6	 	ハシナ首相と会談
来 チョードリー国会議長 9/12～9/14 9/12～9/13　	女性が輝く社会に向けた国際シンポジウ

ム出席
9/12	 	安倍総理大臣に表敬
9/12	 	伊吹衆議院議長と懇談

東ティモール 往 三ツ矢外務副大臣 5/4～5/6 5/4	 	グテレス外務・協力相と会談
5/5	 	グスマン首相に表敬
5/6	 	アルカティリ前首相に表敬
5/6	 	ルアク大統領に表敬

フィリピン 往 新藤総務大臣 1/12～1/14 1/13	 	モンテホ科学技術相と会談
1/14	 	カリラヤ日本人戦没者慰霊碑参拝

来 デル・ロサリオ外相 4/11～4/12 4/11～4/12　	軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）
広島外相会合出席

4/11	 	岸田外務大臣と会談
往 三ツ矢外務副大臣 5/7～5/9 5/8	 	デル・ロサリオ外相と会談

5/8	 	フィリピン沿岸警備隊視察
5/8	 	中尾アジア開発銀行（ADB）総裁と会談
5/9	 	アバヤ運輸通信相と会談
5/9	 	日・フィリピン経済連携協定に基づく看護師・介

護福祉士候補者の研修視察
来 アキノ大統領 6/24 6/24	 	安倍総理大臣と会談

6/24	 	JICA主催ミンダナオ平和構築セミナー出席
往 茂木経済産業大臣 7/20～7/22 7/21	 	日比産業協力に係る共同声明署名式出席

7/21	 	アキノ大統領と会談
7/21	 	パヘ環境天然資源相と会談
7/21	 	ドミンゴ貿易産業相と会談

来 デル・ロサリオ外相 11/16～11/17 11/17	 	国際協力60周年記念シンポジウム出席
11/17	 	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
ブータン 来 キンガ上院（国民評議

会）議長
2/24～3/5 2/25	 	伊吹衆議院議長と懇談

2/26	 	岸外務副大臣に表敬
2/27	 	山崎参議院議長と懇談

来 トブゲー首相及び同令
夫人

6/29～7/3 実務訪問賓客
6/30	 	安倍総理大臣と会談
7/1	 	皇太子殿下と御接見
7/1	 	林農林水産大臣による表敬

ベトナム 来 サン国家主席及び同令
夫人

3/16～3/19 国賓
3/17	 	天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐
3/18	 	マイ・ティ・ハイン・サン国家主席夫人と安倍

昭恵総理大臣夫人が懇談
3/18	 	安倍総理大臣と会談
3/18	 	衆議院議場にて演説
3/19	 	天皇皇后両陛下による御訪問

来 ミン副首相兼外相
（サン国家主席に同行）

3/16～3/19 3/18	 	岸田外務大臣と会談

往 下村文部科学大臣 4/19～4/20 4/19～4/20　	ASEAN＋3文化大臣会合出席
4/19	 	ホアン・トゥアン・アイン文化スポーツ観光相

と会談
来 ブー・ドゥック・ダム
副首相

5/21～5/23 5/22	 	安倍総理大臣に表敬
5/22	 	日経「アジアの未来」セミナー出席

往 林農林水産大臣 6/25～6/27 6/25	 	サン国家主席に表敬
6/26	 	ファット農業農村開発相と会談
6/26	 	日越農業協力対話ハイレベル会合開催

往 岸田外務大臣 7/31～8/2 公式訪問
8/1	 	日越協力委員会第6回会合開催
8/1	 	無償資金協力交換公文署名式出席
8/1	 	サン国家主席に表敬
8/1	 	ズン首相に表敬
8/1	 	ミン副首相兼外相と会談
8/2	 	ホアラックハイテクパーク（日越大学建設予定

地を含む）視察
来 グエン・スアン・フッ
ク副首相

10/8～10/12 10/9	 	伊吹衆議院議長に表敬
10/9	 	山崎参議院議長に表敬
10/10	 	安倍総理大臣に表敬
10/10	 	岸田外務大臣と会談

マーシャル諸島 来 ロヤック大統領及び同
令夫人

2/12～2/16 実務訪問賓客
2/14	 	天皇皇后両陛下と御会見
2/14	 	安倍総理大臣と会談

マレーシア 往 小野寺防衛大臣 4/28～4/29 4/29	 	ナジブ首相に表敬
4/29	 	ヒシャムディン国防相と会談
4/29	 	スバン空軍基地視察

来 ナジブ首相 5/21～5/22 5/21	 	安倍総理大臣と会談
往 三ツ矢外務副大臣 6/2～6/3 6/3	 	第28回アジア太平洋ラウンドテーブル出席
往 太田国土交通大臣 8/12～8/14 8/13	 	リオ・ティオン・ライ運輸相と会談

8/13	 	アブドゥラ・ワヒド・オマール首相府相と会談
8/14	 	ファディラ・ユソフ公共事業相と会談

ミクロネシア 来 モリ大統領 11/3～11/9 11/4	 	天皇陛下と御会見
11/4	 	安倍総理大臣と会談

ミャンマー 往 新藤総務大臣 1/8～1/12 1/9	 	テイン・セイン大統領に表敬
1/9	 	ミャッ・ヘイン通信・情報技術相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 岸田外務大臣 3/24 3/24	 	テイン・セイン大統領に表敬

3/24	 	ワナ・マウン・ルイン外相と会談
3/24	 	シュエ・マン連邦議会議長に表敬
3/24	 	アウン・サン・スー・チー・ミャンマー国民民

主連盟（NLD）議長と会談
来 ソー・テイン大統領府
付相

5/21～5/24 5/22	 	第20回国際交流会議「アジアの未来」出席
5/22	 	安倍総理大臣に表敬

往 岸田外務大臣 8/8～8/11 8/9	 	第15回ASEAN＋3（日中韓）外相会議出席
8/9	 	日・ASEAN外相会議出席
8/9	 	メコン河下流域フレンズ（FLM）閣僚級会合出

席
8/9	 	ワナ・マウン・ルイン外相と会談
8/9	 	尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部長官と会談
8/9	 	ケリー米国国務長官と会談
8/9	 	ビショップ・オーストラリア外相と会談
8/10	 	尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部長官及びケリー米国国務長官
と会談（日米韓外相会合）

8/10	 	ボルド・モンゴル外相と会談
8/10	 	スワラージ・インド外相と会談
8/10	 	東アジア首脳会議（EAS）参加国外相会議出席
8/10	 	第21回ASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚会

合出席
8/10	 	日・メコン外相会議出席

往 茂木経済産業大臣 8/25～8/28 8/26	 	第1回日ASEAN新産業官民対話出席
8/26	 	日ASEAN経済大臣会合出席
8/27	 	RCEP閣僚会合出席
8/27	 	EAS経済大臣会合出席
8/27	 	日メコン経済大臣会合出席
8/27	 	テイン・セイン大統領に表敬
8/27	 	ムスタパ・マレーシア国際貿易・産業相と会談
8/27	 	グローサー・ニュージーランド貿易相と会談

往 西川農林水産大臣 9/22～9/25 9/23	 	第36回ASEAN農林大臣会合出席
9/23	 	日ミャンマー農林水産業・食品協力対話　第1

回ハイレベル会合出席
9/23	 	テイン・セイン大統領に表敬
9/23	 	ウィン・ミン商業相と会談
9/23	 	ミン・フライン農業灌漑相と会談
9/24	 	韓

か ん

長
ちょう

賦
ぶ

中国農業部部長と会談
9/24	 	第14回ASEAN＋3農林大臣会合出席

来 ミン・アウン・フライ
ン国軍司令官

9/24～9/26 9/24	 	江渡防衛大臣と会談
9/25	 	麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣に

表敬
往 安倍総理大臣及び同令
夫人

11/12～11/13 11/12	 	第6回日本・メコン地域諸国首脳会議出席
11/12	 	第17回日・ASEAN首脳会議出席
11/12	 	ティラワ経済特区の新規開発区域に関する覚書

及び汚職撲滅宣言の交換立ち合い
11/12	 	テイン・セイン大統領と会談
11/12	 	アボット・オーストラリア首相と会談
11/12	 	アキノ3世フィリピン大統領と会談
11/13	 	プラユット・タイ首相と会談
11/13	 	ナジブ・マレーシア首相と会談
11/13	 	東アジア首脳会議
11/13	 	ASEAN＋3首脳会議出席
11/13	 	ヤンゴン中央郵便局視察

往 江渡防衛大臣 11/19 11/19	 	日ASEAN防衛担当大臣ラウンドテーブルに出
席

11/19	 	ウェイ・ルイン国防相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
モルディブ 来 ヤーミン大統領 4/14～4/17 実務訪問賓客

4/15	 	天皇陛下と御会見
4/15	 	安倍総理大臣と会談

モンゴル 往 木原外務大臣政務官 1/15～1/17 1/15	 	ボルド外相と会談
1/16	 	アルタンホヤグ首相に表敬
1/16	 	チョローンバト経済・開発副相と会談
1/16	 	ガンホヤグ副外相と会談
1/16	 	パトバヤル経済・開発相と会談
1/16	 	ガントゥムル教育・科学相と会談

来 エルベグドルジ大統領 4/16 4/16	 	安倍総理大臣主催昼食会
往 木原外務大臣政務官 6/11～6/13 6/12	 	日・モンゴル経済連携協定（EPA）交渉第7回

会合出席
6/12	 	バトバヤル経済・開発相と会談
6/12	 	ガンホヤグ鉱業相と会談
6/12	 	ボルド外相と会談
6/13	 	アルタンホヤグ首相に表敬

来 エルベグドルジ大統領 7/21～7/24 7/22	 	「日モンゴル経済連携協定交渉の大筋合意及び
日本国とモンゴル国の間の貿易・投資の促進に
関する共同声明」署名出席

7/22	 	安倍総理大臣と会談
ラオス 往 茂木経済産業大臣 4/28～4/29 4/28	 	JETROビエンチャン事務所開所式出席

4/28	 	トンシン首相と会談
4/28	 	ソムディ計画投資相と会談
4/28	 	ケンマニー商工相と会談
4/28	 	スリヴォン・エネルギー鉱業相と会談

往 三ツ矢外務副大臣 6/4～6/5 6/4	 	トンシン首相と会談
6/5	 	トンルン副首相兼外相と会談
6/5	 	ソムディ計画投資相と会談
6/5	 	スントーン副外相と会談

（2）北米
カナダ 往 石原外務大臣政務官 7/13～7/19 7/14	 	オブライ外務大臣政務官と会談

7/16	 	ハンコック・アルバータ州首相と会談
7/16	 	オイルサンド採掘現場視察
7/18	 	ガス火力発電所建設現場視察

来 ベアード外相 7/25～7/28 7/28	 	岸田外務大臣と会談
米国 往 岸外務副大臣 1/13～1/17 政府関係者と会談

往 岸田外務大臣 2/7～2/9 2/7	 	ケリー国務長官と会談
2/7	 	ヘーゲル国防長官と会談
2/7	 	ライス国家安全保障担当大統領補佐官と会談

往 石原外務大臣政務官 3/9～3/11 3/10	 	第58回国連婦人の地位委員会（CSW）出席
各国政府関係者と意見交換

来 ヘーゲル国防長官 4/5～4/7 4/5	 	安倍総理大臣に表敬
4/6	 	岸田外務大臣と会談
4/6	 	小野寺防衛大臣と会談

往 麻生副総理兼財務大臣
兼内閣府特命担当大臣

4/10～4/12 4/10～4/12　	20か国財務大臣・中央銀行総裁会議出
席

来 オバマ大統領 4/23～4/25 国賓
4/24	 	天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐
4/24	 	安倍総理大臣と会談
4/25	 	天皇皇后両陛下による御訪問

往 岸外務副大臣 4/27～4/29 4/28	 	2015年NPT運用検討会議第3回準備委員会出
席

4/28	 	アッシュ国連総会議長と意見交換
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 三ツ矢外務副大臣 7/7～7/10 7/7	 	国連経済社会理事会出席及び一般討論演説実施

7/7	 	国連地域開発センター（UNCRD）及び国連経
済社会事務局主催サイドイベント「持続可能な
都市開発のための資源効率の推進」出席

往 小野寺防衛大臣 7/6～7/12 7/11	 	戦略国際問題研究所（CSIS）にてスピーチ実施
7/11	 	ヘーゲル国防長官と会談

往 薗浦外務大臣政務官 9/18～9/20 9/19	 	イラク情勢に関する安保理ハイレベル会合出席
及びスピーチ実施

政府要人と会談
往 望月環境大臣 9/21～9/25 9/21～9/22	 	エネルギーと気候に関する主要経済

国フォーラム（MEF）出席
9/22	 	短寿命気候汚染物質（CCAC）閣僚級会合出席
9/22	 	デイビー英国環境相と会談
9/23	 	プルガル・ビダル・ペルー環境相と会談
9/23	 	尹

ユ ン

成
ソ ン

奎
ギ ュ

韓国環境部長官と会談
9/23	 	国連気候サミット出席
9/24	 	第69回国連総会サイドイベント「水銀に関する

水俣条約：早期発効と効果的な実施に向けて」
出席

往 岸田外務大臣 9/21～9/26 9/21	 	エネルギーと気候に関する主要経済国フォーラ
ム（MEF）外務大臣セグメント出席

9/21	 	第20回会合における外務大臣セグメント出席
9/22	 	平等な未来パートナーシップ会合出席
9/22	 	パレスチナ支援調整委員会（AHLC）閣僚会合

出席
9/22	 	UHC（Universal	Health	Coverage）の実現に

向けて：なぜ今なのか出席
9/22	 	緊急事態下におけるジェンダー暴力からの保護

に対する行動要請会合出席
9/22	 	モゲリーニ・イタリア外務・国際協力相と会談
9/23	 	ケリー国務長官と会談
9/23	 	ハモンド英国外相と会談
9/23	 	北朝鮮の人権問題に関するハイレベル会合出席
9/23	 	第5回グローバル・テロ対策フォーラム閣僚級

会合出席及びスピーチ実施
9/24	 	シリアの政治プロセス閣僚会合出席
9/24	 	和食レセプション出席
9/25	 	安保理改革に関するG4外相会合出席
9/25	 	G7外相会合出席
9/25	 	G7ドーヴィル・パートナーシップ（DP）外相

会合出席及びスピーチ実施
9/25	 	タナサック・タイ副首相兼外相と会談
9/25	 	尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部長官と会談
9/25	 	王

お う

毅
き

中国外交部部長と会談
9/26	 	ジャアファリー・イラク外相と会談
9/26	 	第7回包括的核実験禁止条約（CTBT）フレン

ズ外相会合出席
9/26	 	「核兵器の完全廃絶のための国際の日」に関す

る国連総会非公式閣僚級会合出席及び演説実施
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 安倍総理大臣 9/22～9/26 9/22～9/26　	第69回国連総会出席及び一般討論演説

実施
9/22	 	米国において活躍する女性との昼食会参加
9/22	 	コロンビア大学訪問
9/23	 	国連気候サミット出席及びスピーチ実施
9/23	 	対日投資セミナー出席及び挨拶
9/23	 	外交問題評議会（CFR）との懇談
9/23	 	ケリー国務長官と会談
9/23	 	ローハニ・イラン大統領と会談
9/23	 	エルベグドルジ・モンゴル大統領と会談
9/23	 	クテサ国連総会議長と会談
9/23	 	エルシーシ・エジプト大統領と会談
9/24	 	第2回日・アフリカ地域経済共同体（RECs）

議長国首脳会合開催
9/24	 	クリントン・グローバル・イニシアティブ国際

会議出席
9/24	 	和食レセプション出席
9/24	 	オランド・フランス大統領と会談
9/24	 	アボット・オーストラリア首相と会談
9/24	 	バレーラ・パナマ大統領と会談
9/24	 	潘基文国連事務総長と会談
9/25	 	タミーム・カタール首長と会談
9/25	 	マアスーム・イラク大統領と会談
9/25	 	日本・太平洋島嶼国首脳会合開催
9/25	 	国連エボラ出血熱流行対応ハイレベル会合出席

及びスピーチ実施
9/26	 	国連PKOに関するハイレベル会合出席及びス

ピーチ実施
9/26	 	ジャアファリー・イラク外相と会談
9/26	 	バイデン副大統領による表敬

往 薗浦外務大臣政務官 9/23～9/26 連邦議会議員と意見交換
往 秋篠宮同妃両殿下 9/30、10/9 グアテマラ及びメキシコ御訪問に際してのお立寄り
往 中根外務大臣政務官
（総理特使）

10/3 10/3	 	グアム・南太平洋戦没者慰霊公苑訪問

往 麻生副総理兼財務大臣
兼内閣府特命担当大臣

10/9～10/12 10/10	 	20か国財務大臣・中央銀行総裁会議出席
10/10	 	ホッキー・オーストラリア財務相と会談
10/10	 	キム世界銀行総裁と会談
10/10	 	崔

チ ェ

炅
ギョン

煥
ファン

韓国企画財政部長と会談

（3）中南米
アルゼンチン 往 秋篠宮同妃両殿下 1/30～2/3 1/31	 	日本政府とアルゼンチン政府との間の移住協定

発効50周年記念式典御臨席
1/31	 	フェルナンデス大統領を表敬
1/31	 	副大統領主催晩餐会御臨席

ウルグアイ 往 石原外務大臣政務官 5/2～5/4 5/2	 	ムヒカ大統領に表敬
5/2	 	アストリ副大統領と会談
5/2	 	アルマグロ外相と会談
5/2	 	ベルガラ経済財務相と会談
5/3	 	フリーゾーン視察

エルサルバドル 来 林特派大使（日・エル
サルバドル友好議員連
盟）

5/30～6/2 5/31	 	サンチェス・セレン大統領と会談
6/1	 	大統領就任式出席
6/2	 	レジェス国会議長と会談
6/2	 	マルティネス公共事業相と会談

ガイアナ 来 ロドリゲス＝バーケッ
ト外相

11/13～11/16 11/14	 	岸田外務大臣と会談
11/15	 	第4回日・カリコム外相会合出席

グアテマラ 往 秋篠宮同妃両殿下 9/30～10/3 10/1	 	ペレス・モリーナ大統領御夫妻を表敬、大統領
御夫妻主催晩餐会御臨席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
グレナダ 往 牧野外務大臣政務官 5/25～5/28 5/26	 	東カリブ漁業大臣会合出席

5/26	 	ミッチェル首相に表敬
5/26	 	ボラ農業・国土・森林・漁業・環境相と会談
5/26	 	ダルー・ドミニカ国環境・天然資源・国土計画・

水産相と会談
5/27	 	スティール外相に表敬
5/26	 	バプティスト・セントルシア農業・食糧生産・漁

業・農村開発相と会談
5/27	 	ジュールズ東カリブ諸国機構（OECS）事務局

長と会談
来 スティール外務・国際
ビジネス相

11/13～11/16 11/14	 	岸田外務大臣と会談
11/15	 	第4回日・カリコム外相会合出席

コスタリカ 往 石原外務大臣政務官
（特派大使）

5/6～5/9 5/7	 	チンチージャ大統領に表敬
5/7	 	ソリス次期大統領に表敬
5/8	 	ソリス大統領就任式出席

コロンビア 往 高円宮妃殿下 6/20～6/22 コロンビア・サッカー協会表敬訪問
往 安倍総理大臣及び同令
夫人

7/28～7/30 7/29	 	献花式出席
7/29	 	歓迎式典出席
7/29	 	第9回日コロンビア経済合同委員会出席
7/29	 	サントス大統領と会談

ジャマイカ 来 ニコルソン外務・貿易
相

11/13～11/16 11/15	 	第4回日・カリコム外相会合
11/15	 	岸田外務大臣と会談

セントクリスト
ファー・ ネ ー
ヴィス

来 ニズベット外務・司
法・法務・国土安全保
障・労働相

11/13～11/16 11/15	 	第4回日・カリコム外相会合
11/15	 	岸田外務大臣と会談

セントルシア 来 バプティスト外務・国
際貿易・民間航空相

11/13～11/16 11/15	 	第4回日・カリコム外相会合
11/15	 	岸田外務大臣と会談

チリ 往 塩谷衆議院議員（日・
チリ友好議連会長）（特
派大使）

3/9～3/12 3/10	 	バチェレ大統領と会談
3/10	 	ピ二ェラ前大統領と会談
3/11	 	バチェレ大統領就任式参列

往 安倍総理大臣及び同令
夫人

7/30～7/31 7/30	 	カセロネス鉱山開山式出席
7/31	 	日チリ貿易・投資フォーラム出席
7/31	 	日本公園視察
7/31	 	献花式出席
7/31	 	歓迎式典出席
7/31	 	バチェレ大統領と会談

トリニダード・
トバゴ

往 安倍総理大臣及び同令
夫人

7/27～7/28 7/27	 	歓迎式典出席
7/27	 	パサード＝ビセッサー首相と会談
7/27	 	シンプソン＝ミラー・ジャマイカ首相と会談
7/27	 	ブラウン・アンティグア・バーブーダ首相と会

談
7/28	 	スチュワート・バルバドス首相と懇談
7/28	 	スケリット・ドミニカ国首相と懇談
7/28	 	ミッチェル・グレナダ首相と懇談
7/28	 	ラモター・ガイアナ大統領と懇談
7/28	 	マルテリー・ハイチ大統領と懇談
7/28	 	ダグラス・セントクリストファー・ネーヴィス

首相と懇談
7/28	 	アンソニー・セントルシア首相と懇談
7/28	 	ゴンザルベス・セントビンセント及びグレナ

ディーン諸島首相と懇談
7/28	 	アメーラリ・スリナム副大統領と懇談
7/28	 	日本・カリブ共同体首脳会合出席

ハイチ 来 ブリュテュス外務・宗
務相

11/13～11/16 11/15	 	第4回日・カリコム外相会合
11/15	 	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
パナマ 来 アルバレス・デ・ソト

外相
3/2～3/4 外務省賓客

3/3	 	岸田外務大臣と会談
往 衛藤特派大使（日本・
パナマ友好議員連盟会
長）

6/29～7/3 6/30	 	サイン・マロ副大統領兼外相と会談
6/30	 	ロイ運河担当相兼メトロ庁長官と会談
7/1	 	大統領就任式出席
7/2	 	パナマ運河視察
7/2	 	日本人学校訪問

パラグアイ 来 カルテス大統領 6/23～6/26 実務訪問賓客
6/24	 	天皇陛下と御会見
6/25	 	安倍総理大臣と会談

ブラジル 往 高円宮妃殿下 6/19～6/20 2014FIFAワールドカップブラジル大会御観戦
往 安倍総理大臣及び同令
夫人

7/31～8/2 8/1	 	サッカー感謝の集い
8/1	 	歓迎式典出席
8/1	 	覚書等文書発表式出席
8/1	 	ブラジル経済界との意見交換会
8/1	 	日系議員及び政府高官との懇談
8/1	 	日伯賢人会議メンバーとの意見交換
8/1	 	ルセーフ大統領と会談
8/2	 	アルキミン・サンパウロ州知事との会談
8/2	 	日系人との懇談（日系政治家、日系主要4団体、

活躍する日系人の若者）
8/2	 	開拓先戦没者慰霊碑参拝、献花、日本館視察、

記念植樹
8/2	 	日伯医療分野規制に関するセミナー出席
8/2	 	ビジネスセミナーにおける中南米政策スピーチ

実施
8/2	 	ブラジル日本移民史料館視察
8/2	 	Sport	for	Tomorrow（日伯スポーツの絆）出席
8/2	 	和食セミナー・料理講習会出席
8/2	 	日系団体主催歓迎会

ベリーズ 来 エルリントン外相 11/13～11/16 11/14	 	岸田外務大臣と会談
11/15	 	第4回日・カリコム外相会合出席

ペルー 来 オタロラ国会議長 1/23～1/24 1/23	 	伊吹衆議院議長と懇談
往 秋篠宮同妃両殿下 1/26～1/30 1/27	 	歓迎・外交関係140周年記念式典御臨席

1/27	 	ウマラ大統領を表敬（殿下）
1/27	 	同令夫人を表敬（妃殿下）
1/27	 	ウマラ大統領より叙勲、ウマラ大統領夫妻主催

夕食会御臨席
ボリビア 往 石原外務大臣政務官 5/4～5/6 5/4	 	日本・ボリビア外交関係樹立100周年記念式典

出席
5/5	 	円借款「ラグナ・コロラダ地熱発電所建設計画

（第一段階第一期）」に関する交換公文署名式出
席

5/5	 	チョケワンカ外相と会談
5/5	 	カロ開発企画相と会談

ホンジュラス 往 石原外務大臣政務官
（特派大使）

1/26～1/30 1/27	 	エルナンデス新大統領就任式典出席
1/29	 	エルナンデス大統領と会談
1/29	 	アルセロ総括相と会談
1/30	 	アグエロ外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
メキシコ 往 木原外務大臣政務官 4/15～4/16 4/15～4/16　	効果的な開発協力に関するグローバル・

パートナーシップ第1回ハイレベル会合
出席

4/15	 	ピエバルクス開発担当欧州委員と会談
4/15	 	バジェ国際協力庁長官と会談
4/15	 	レイ・レイ・テイン・ミャンマー国家計画・経

済開発副相と会談
4/15	 	ズン・ベトナム計画投資副相と会談
4/16	 	バリサカン・フィリピン国家経済開発庁長官と

会談
4/16	 	ジルバーホルン・ドイツ経済協力開発省政務次

官と会談
往 岸外務副大臣 4/29～5/2 4/29	 	日系企業施設視察

4/30	 	日本人学校視察
4/30	 	デ・イカサ外相代行と会談
5/2	 	第12回全国メキシコ日系人大会出席

来 ミード外相 6/26～6/29 外務省賓客
6/27	 	安倍総理大臣に表敬
6/27	 	岸田外務大臣と会談

往 安倍総理大臣及び同令
夫人

7/25～7/27 7/25	 	歓迎式典出席
7/25	 	日墨経済協議会出席
7/25	 	祖国への祭壇（英雄少年の碑）献花式出席
7/25	 	ペニャ・ニエト大統領と会談
7/26	 	国立人類学博物館視察
7/26	 	テオティワカン遺跡視察
7/26	 	総理訪墨記念レセプション出席

往 秋篠宮同妃両殿下 10/3～10/9 10/6	 	ペニャ・ニエト大統領を表敬、大統領主催午餐
会御臨席

（4）欧州
アイスランド 往 牧野外務大臣政務官 7/5～/8 7/7	 	グリムソン大統領表敬

7/7	 	ヨーハンソン農業・漁業相（外相代行）との会
談

7/7	 	ビャルナソン国会外務委員会副委員長他との会
談

来 スヴェインソン外相 11/9～11/13 外務省賓客
11/10	 	岸田外務大臣と会談

アイルランド 来 バーク上院議長 2/9～2/15 参議院招待
2/12	 	伊吹衆議院議長と懇談
2/12	 	山崎参議院議長と懇談
2/14	 	安倍総理大臣に表敬

アルバニア 往 牧野外務大臣政務官 2/13～2/14 2/14	 	ニシャニ大統領と会談
2/14	 	ペレシ副首相と会談
2/14	 	ブシャティ外相と会談
2/14	 	メタ国会議長と会談
2/14	 	ハジナスト運輸・インフラ相と会談

イタリア 往 林農林水産大臣 5/4～5/5 5/4	 	マルティーナ農林政策相と会談
往 茂木経済産業大臣 5/5～5/6 5/5～5/6　	G7エネルギー大臣会合出席

5/5	 	グイディ経済振興相と会談
各国政府関係者と会談

往 小野寺国防大臣 5/6～5/7 5/7	 	ピノッティ国防相と会談
往 安倍総理大臣 6/5～6/6 6/6	 	レンツィ首相と会談

6/6	 	カズン世界食糧計画（WFP）事務局長による表
敬

往 甘利内閣府特命担当大
臣

8/1～8/3 8/1	 	パドアン経済財政相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 麻生副総理兼財務大臣
兼内閣府特命担当大臣

9/11～9/15 9/12	 	第11回ASEM財務大臣会合出席
9/12	 	ショイブレ・ドイツ財務相と会談
9/13	 	パドアン経済財政相と会談

往 安倍総理大臣 10/15～10/18 10/16～10/17　	アジア欧州会合第10回首脳会合出席
10/16	 	アジア欧州ビジネスフォーラム（AEBF）クロー

ジングセッション出席及びスピーチ実施
10/16	 	アジア欧州議員会合、市民フォーラム及びビジ

ネスフォーラム代表とのセッション出席
10/16	 	レンツィ首相と会談
10/16	 	プラ・ユット・タイ首相と会談
10/16	 	グエン・タン・ズン・ベトナム首相と会談
10/16	 	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
10/16	 	ベテル・ルクセンブルク首相と会談
10/17	 	プーチン・ロシア大統領と会談
10/17	 	ポロシェンコ・ウクライナ大統領と会談
10/17	 	「NB8＋日本」首脳会合開催

ウクライナ 往 牧野外務大臣政務官
（特派大使）

6/6～6/7 6/7	 	大統領就任式出席

往 岸田外務大臣 7/16～7/17 7/17	 	ポロシェンコ大統領に表敬
7/17	 	ヤツェニューク首相に表敬
7/17	 	クリムキン外相と会談

往 茂木経済産業大臣 8/4～8/5 8/5	 	日本ウクライナビジネス・コンサルテーション
会合出席

8/5	 	ヤツェニューク首相と会談
8/5	 	シェレメータ経済発展・貿易相と会談
8/5	 	プローダン・エネルギー石炭産業相と会談

英国 往 木原外務大臣政務官 2/12～2/13 2/13	 	野生動植物違法取引に関するロンドン会議出席
2/13	 	メソン・ガボン共和国森林・環境・天然資源保

護相と会談
2/13	 	スキャンロン・ワシントン条約事務局長と会談

往 安倍総理大臣及び
同令夫人

5/1～5/2 5/1	 	対日投資促進セミナー出席
5/1	 	ウェストミンスター寺院の無名戦士の墓にて献

花
5/1	 	日英研究教育大学協議会出席
5/1	 	長州ファイブ記念碑視察
5/1	 	日英原子力協力イベント出席
5/1	 	シティ主催歓迎晩餐会にてスピーチ実施
5/1	 	アン王女への謁見
5/1	 	キャメロン首相と会談
5/2	 	日立ジャベリン電車試乗
5/2	 	オリンピック・パーク視察
5/2	 	トゥイッケナム・ラグビー・スタジアム視察

往 岸外務副大臣 6/11～6/13 6/12	 	紛争下における性的暴力の終焉に向けた（PSVI）
グローバル・サミット出席及びスピーチ実施

	 	プシッチ・クロアチア第一副首相兼外務・欧州
問題相と会談

	 パト・パプア・ニューギニア外務移民相と会談
	 スワイア英外務閣外相と会談

往 秋篠宮同妃両殿下 7/7 ザンビア及びタンザニア御訪問に際してのお立寄り
往 眞子内親王殿下 9/17～ 御入学（レスター大学大学院）
往 デ＝スーザ上院議長 9/30～10/4 外務省招待

10/3	 	中山外務副大臣と会談
往 薗浦外務大臣政務官 10/21～10/22 10/22	 	リビングストン貿易投資担当相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
エストニア 来 パエト外相 1/29～2/1 外務省賓客

1/29	 	岸田外務大臣と会談
来 イルヴェス大統領及び
同令夫人

3/5～3/8 実務訪問賓客
3/7	 	天皇皇后両陛下と御会見
3/7	 	安倍総理大臣と会談
3/7	 	安倍昭恵総理大臣夫人とイルヴェス・エストニ

ア大統領夫人が懇談
往 山崎参議院議長 7/19～7/22 7/21	 	ミクセル国防相・パエト外相と懇談

7/21	 	エネストル国会議長と懇談
オーストリア 往 山口内閣府特命担当大

臣（科学技術政策）
9/22～9/26 9/22～9/26　	第58回国際原子力機関（IAEA）総会出

席
往 薗浦外務大臣政務官 11/4～11/5 11/3～11/5　	第2回国連内陸開発途上国（LLDC）会

議出席
11/4	 	スルタノフ・キルギス運輸・通信相と会談
11/5	 	天野国際原子力機関（IAEA）事務局長と会談

オランダ 往 安倍総理大臣 3/23～3/26 3/23	 	ルッテ首相と会談
3/24	 	ウズムジュ化学兵器禁止機関（OPCW）事務局

長による表敬
3/24	 	ナザルバエフ・カザフスタン大統領と会談
3/24	 	オランド・フランス大統領と会談
3/24	 	レンツィ・イタリア首相と会談
3/24	 	キャメロン英国首相と懇談
3/24～3/25　	ハーグ核セキュリティ・サミット出席
3/24	 	G7首脳会合出席
3/25	 	日米韓首脳会談出席
3/25	 	ハーパー・カナダ首相と会談
3/25	 	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
3/25	 	メルケル・ドイツ首相と会談

来 ティマーマンス外相 4/11～4/13 4/11～4/12　	軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）
外相会合出席

4/12	 	岸田外務大臣と会談
往 新藤総務大臣 7/4～7/5 アグリポートA7を視察
来 ウィレム・アレキサン
ダー国王陛下及び同王
妃陛下

10/28～10/31 国賓
10/29	 	歓迎行事出席
10/29	 	歓迎晩餐会
10/29	 	天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐
10/30	 	天皇皇后両陛下と御昼餐（皇太子殿下御陪席）
10/30	 	安倍総理大臣及び同令夫人と懇談
10/30	 	総理夫妻主催晩餐会
10/31	 	国王王妃両陛下主催コンサート及び答礼レセプ

ション
10/31	 	天皇皇后両陛下による御訪問

来 クーンデルス外相
（ウィレム・アレキサン
ダー国王陛下及び同王
妃陛下に同行）

10/28～10/31 10/30	 	岸田外務大臣と会談

キプロス 往 牧野外務大臣政務官 8/4～8/6 8/5	 	カスリーディス外相と会談
クロアチア 往 牧野外務大臣政務官 7/11～7/12 7/11	 	クロアチアフォーラム出席

7/11	 	ブシッチ・クロアチア第一副首相兼外務・欧州
問題相と会談

7/11	 	ラグムジヤ・BH副首相兼外相と会談
コソボ 来 サチ首相 4/12～4/15 4/14	 	皇太子殿下と御接見

4/14	 	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
スイス 往 安倍総理大臣 1/21～1/23 1/22	 	世界経済フォーラム（WEF）年次会議（ダボス

会議）出席
1/22	 	女性リーダーとの夕食会出席
1/22	 	ブルカルテール大統領と会談
1/22	 	投資家ジョージ・ソロス氏による表敬
1/22	 	インターナショナル・ビジネス・カウンシルと

意見交換
1/22	 	インターナショナル・メディア・カウンシルと

意見交換
1/22	 	アボット・オーストラリア首相と会談

往 岸田外務大臣 1/21～1/22 1/22	 	クルシード・インド外相と会談
1/22	 	アシュトン外務・安全保障政策上級代表兼欧州

委員会副委員長と会談
来 ブルカルテール大統領
兼外相及び同令夫人

2/3～2/6 実務訪問賓客
2/3	 	天皇皇后両陛下と御会見
2/4	 	皇太子殿下と御接見
2/4	 	岸田外務大臣と会談
2/5	 	安倍総理大臣と会談

往 石原外務大臣政務官 3/3～3/5 3/3	 	第25回人権理事会ハイレベル会合出席
3/4	 	軍縮会議（CD）公式本会議出席

往 皇太子殿下 6/17～6/23 6/19	 	ブルカルテール大統領表敬
6/19	 	大統領主催昼食会

スウェーデン 来 ビルト外相 2/26～2/28 外務省賓客
2/27	 	岸田外務大臣と会談

来 ヴァルストローム外相 12/23～1/2 12/25	 	岸田外務大臣と会談
スペイン 往 岸田外務大臣 1/7～1/8 1/7	 	ガルシア＝マルガージョ外相と会談

1/8	 	カルロスⅠ世国王陛下に謁見
1/8	 	ラホイ首相に表敬

来 ポサダ下院議長 2/3～2/7 衆議院議長招待
2/3	 	天皇陛下が御引見
2/3	 	安倍総理大臣に表敬
2/3	 	伊吹衆議院議長と会談

往 安倍総理大臣及び同令
夫人

5/4 5/4	 	サンティアゴ大聖堂視察
5/4	 	望みの丘視察
5/4	 	ラホイ首相と会談

往 根本復興大臣 5/4～5/6 5/5	 	NEDOプロジェクトサイト視察
5/6	 	風力発電視察

往 城内外務副大臣 11/5～11/7 11/6	 	第17回日本・スペイン・シンポジウム出席
11/6	 	サエンス・デ・サンタマリア副首相と会談

デンマーク 来 トーニング＝シュミッ
ト首相

3/3～3/5 3/4	 	安倍総理大臣と会談

往 岸田外務大臣 4/29～5/2 4/30	 	ルイジアナ現代美術館訪問
4/30	 	メディコンバレー視察
5/1	 	リュッケトフト国会議長表敬
5/1	 	リデゴー外相と会談
5/1	 	リデゴー外相及びハモンド・グリーンランド自

治政府首相と3者会談
5/2	 	イエンセン貿易開発相と会談
5/2	 	マルグレーテ女王陛下謁見
5/2	 	フレデリック皇太子殿下謁見
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ドイツ 往 林農林水産大臣 1/16～1/20 1/16～1/20　	ベルリン農業大臣サミット出席

1/17	 	フェルトハイム村（バイオガス関連）視察
1/17	 	ベルリン国際緑の週間―商品産業・農業及び園

芸展の日本ブース視察
1/17	 	ル・フォル農業・農産食品産業・林業相と会談
1/17	 	パターソン英国環境・食糧・農村地域相と会談
1/18	 	フリードリヒ食糧・農業相と会談
1/18	 	フョードロフ・ロシア農業相と会談
1/18	 	ダリオ・コロンビア農業相と会談

往 岸田外務大臣 2/1 2/1	 	第50回ミュンヘン安全保障会議出席
2/1	 	シュタインマイヤー外相と会談
2/1	 	ラヴロフ・ロシア外相と会談

来 シュタインマイヤー外
相

4/11～4/12 4/11～4/12　	第8回軍縮・不拡散イニシアティブ
（NPDI）外相会合出席

4/11	 	安倍総理大臣に表敬
4/12	 	岸田外務大臣と会談

往 安倍総理大臣及び
同令夫人

4/29～4/30 4/30	 	日独中堅・中小企業セミナー出席
4/30	 	歓迎式典出席
4/30	 	壁博物館視察
4/30	 	ガウク大統領に表敬
4/30	 	メルケル首相と会談

往 牧野外務大臣政務官 5/29～5/31 5/30	 	第50回独日協会連合会年次会合出席
往 岸田外務大臣 9/8～9/9 9/9	 	シュタインマイヤー外相と会談
往 城内外務副大臣 11/5～11/11 11/5～11/6　	第23回日独フォーラム出席

11/5	 	メルケル首相に表敬
11/7	 	シュタインマイヤー外相と会談
11/7	 	ゴリツィン国際海洋法裁判所（ITLOS）所長と

会談
11/7～11/9　	第157回ベルゲドルフ・ラウンドテーブ

ル出席
11/10～11/11　	第4回ベルリン外交フォーラム出席

ノルウェー 往 牧野外務大臣政務官 7/8～7/11 7/10	 	ブラットスカール副外相と会談
7/10	 	リングダール副貿易産業・漁業相との会談

バチカン 往 安倍総理大臣 6/6 6/6	 	法王フランシスコに謁見
6/6	 	パロリン法王庁国務長官と会談

ハンガリー 来 シーヤールトー外務貿
易相

11/5～11/6 11/5	 	岸田外務大臣と会談

フランス 往 古屋内閣府担当大臣 1/7～1/8 1/8	 	シャセーニュ・キーバ議連会長と会談
往 小野寺防衛大臣 1/8～1/9 1/9	 	オランド大統領に表敬

1/9	 	日仏外務・防衛閣僚大臣会合「2＋2」出席
1/9	 	ル・ドリアン国防相と会談

往 岸田外務大臣 1/9～1/10 1/9	 	オランド大統領に表敬
1/9	 	日仏外務・防衛閣僚大臣会合「2＋2」出席
1/9	 	ファビウス外相と会談

往 秋篠宮同妃両殿下 1/25～1/26 ペルー及びアルゼンチン御訪問に際してのお立寄り
往 林農林水産大臣 5/5～5/7 5/6～5/7　	OECD閣僚理事会出席

5/7	 	WTO非公式閣僚会合出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 安倍総理大臣及び
同令夫人

5/5～5/6 5/5	 	歓迎式典出席
5/5	 	長州藩の大砲見学
5/5	 	和食紹介レセプション出席
5/5	 	凱旋門の無名戦士の墓へ献花
5/5	 	パリ市庁舎の保育園視察
5/5	 	オランド大統領と会談
5/6	 	ブラトゥシェク・スロベニア首相と会談
5/6	 	グリアOECD事務総長と懇談
5/6	 	経済協力機構（OECD）閣僚理事会において基

調演説実施
往 岸田外務大臣 5/6～5/7 5/5	 	トンルン・ラオス副首相兼外相と会談

5/6	 	ボゴバ国連教育科学文化機関（ユネスコ）事務
局長と会談

5/6～5/7　	OECD閣僚理事会出席
5/7	 	ファビウス外務・国際開発相と会談

往 茂木経済産業大臣 5/6～5/7 5/7	 	OECD閣僚理事会出席
5/7	 	WTO非公式閣僚会合出席
5/7	 	ロブ・オーストラリア貿易相と会談
5/7	 	フローマン米国通商代表と会談
5/7	 	デ・ヒュフト欧州委員（貿易担当）と会談

往 甘利内閣府担当大臣 5/5～5/7 5/5～5/6　	OECD閣僚理事会出席
5/6	 	グローサー・ニュージーランド貿易相と会談

往 高円宮妃殿下 6/23 国際弓道連盟主催市営弓道場開設記念式典御臨席
往 常陸宮同妃両殿下 7/14～7/22 第26回「高松宮殿下記念世界文化賞」関係行事御出席
往 伊吹衆議院議長 8/17～8/18 立ち寄り
来 ファビウス外務・国際
開発相

10/4～10/5 10/5	 	STSフォーラム出席
10/5	 	安倍総理大臣に表敬
10/5	 	岸田外務大臣と会談

ブルガリア 往 牧野外務大臣政務官 2/11～2/12 2/12	 	ボベヴァ副首相と会談
2/12	 	ヴィゲニン外相と会談
2/12	 	ミコフ国民議会議長と会談

往 ポポヴァ副大統領 5/22～5/27 5/22	 	山崎参議院議長と会談
5/23	 	安倍総理大臣に表敬
5/26	 	皇太子殿下と御接見
5/26	 	伊吹衆議院議長と会談

ベルギー 往 木原外務大臣政務官 3/21～3/24 3/21～3/23　	ブリュッセル・フォーラム2014出席
往 安倍総理大臣及び
同令夫人

5/6～5/7 5/6	 	北大西洋理事会（NAC）出席
5/6	 	フィリップ国王殿下に謁見
5/6	 	ラムスセンNATO事務総長と会談
5/7	 	ディ＝ルポ首相と会談
5/7	 	第22回日EU定期首脳会合出席
5/7	 	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）
往 安倍総理大臣 6/4～6/5 6/4～6/5　	G7首脳会議出席

6/4	 	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）

6/5	 	オランド・フランス大統領と会談
6/5	 	メルケル・ドイツ首相と会談

来 王女マリア＝ローラ殿
下

9/2～9/18 9/10	 	秋篠宮同妃両殿下、眞子内親王殿下並びに佳子
内親王殿下とお会い

9/10	 	高円宮妃殿下、承子女王殿下とお会い
9/11	 	彬子女王殿下、瑶子女王殿下とお会い
9/17	 	皇太子同妃両殿下と御接見
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往 皇后陛下 12/11～12/12 12/11	 	フィリップ国王王妃両陛下主催御夕餐

12/12	 	ファビオラ王妃陛下国葬御参列
12/12	 	フィリップ国王王妃両陛下主催午餐

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

往 牧野外務大臣政務官 7/12 7/12	 	ODA案件視察

ポルトガル 往 安倍総理大臣及び
同令夫人

5/2～5/3 5/2	 	シャンパリモー財団「未知の世界センター」訪
問

5/2	 	カヴァゴ・シルヴァ大統領に表敬
5/2	 	パッソス・コエーリョ首相と会談
5/3	 	ジェロニモス修道院訪問
5/3	 	ロカ岬訪問
5/3	 	エヴォラ大聖堂視察

往 稲田内閣府特命担当大
臣

7/18～7/21 7/19	 	グルベンキアン財団でのクール・ジャパン公演

マケドニア 往 牧野外務大臣政務官 2/9～2/10 2/10	 	グルエフスキー首相と会談
2/10	 	ペトロフ副外相と会談
2/10	 	ヴェリャノスキー国会議長と会談

来 グルエフスキー首相 6/29～7/1 6/30	 	皇太子殿下と御接見
7/1	 	安倍総理大臣と会談

モルドバ 往 牧野外務大臣政務官 8/6～8/8 8/7	 	草の根・人間の安全保障無償資金協力案件「チ
ミシリア地区における医療器材更新計画」引き
渡し式典出席

8/7	 	ティモフティ大統領と会談
8/7	 	レアンカ首相と会談
8/7	 	ゲルマン副首相兼外務・欧州統合相と会談

ラトビア 往 山﨑参議院議長 7/16～7/19 ラトビア国会議長招へいの公式訪問
7/16	 	アーボルティニャ国会議長との会談
7/16	 	ベルズィンシュ大統領との会談
7/16	 	同国会議長主催夕食会出席

リトアニア 来 リンケビチュウス外相 3/10～3/14 外務省賓客
3/13	 	岸田外務大臣と会談

往 山崎参議院議長 7/14～7/16 7/14	 	グロウジニエネ国会議長と懇談
7/14	 	グリボウスカイテ大統領と懇談
7/14	 	ブトケビチュウス首相と懇談

ルクセンブルク 往 牧野外務大臣政務官 7/13～7/14 政府関係者と意見交換
来 ギヨーム皇太子殿下及
びステファニー同妃殿
下

10/8～10/11 10/9	 	天皇皇后両陛下と御昼餐
10/9	 	皇太子同妃両殿下と御接見
10/9	 	安倍総理大臣に表敬

来 シュナイダー副首相兼
経済相（ギヨーム皇太
子殿下に同行）

10/8～10/11 10/9	 	安倍総理大臣と会談
10/10	 	城内外務副大臣と懇談（社会保障協定に署名）
10/10	 	小渕経済産業大臣と会談

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス
アゼルバイジャ
ン

来 シャリホフ副首相 2/25～2/28 2/28	 	第8回日本アゼルバイジャン経済会合出席
2/28	 	牧野外務大臣政務官と懇談

往 牧野外務大臣政務官 4/26～4/29 4/27	 	イスマイリ地区訪問
4/27	 	草の根・人間の安全保障無償資金協力「ミジャ

ン村幼稚園」訪問
4/28	 	バクー国立大学訪問
4/28	 	シャリホフ副首相と会談
4/28	 	メメディヤロフ外相と会談
4/28	 	アバソフ通信ハイテク相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ウズベキスタン 往 麻生副総理兼財務大臣

兼内閣府特命担当大臣
5/4～5/5 5/5	 	ウズベキスタン金融財政アカデミーにてスピー

チ実施
5/5	 	カリモフ大統領と会談
5/5	 	アジモフ第一副首相兼財務相と会談

往 茂木経済産業大臣 8/6～8/8 8/6	 	カリモフ大統領と会談
8/6	 	アジモフ第一副首相兼財務相と会談
8/6	 	ガニエフ対外経済関係・投資・貿易相と会談
8/7	 	日本ウズベキスタンビジネスフォーラム出席

往 薗浦外務大臣政務官 11/9～11/11 11/10	 	ガニエフ対外経済関係・投資・貿易相との間で
円借款「電力セクター・プロジェクト・ローン」
に関する交換公文に署名

11/10	 	カミロフ外相と会談
11/10	 	ガニエフ対外経済関係・投資・貿易相と会談
11/10	 	アジモフ第一副首相兼財務相と会談

カザフスタン 往 麻生副総理兼財務大臣
兼内閣府特命担当大臣

5/3～5/4 ADB総会出席
5/3	 	ASEAN＋3財務大臣・中央銀行総裁会議出席
5/3	 	ウィン・シェイン・ミャンマー財務歳入相と会

談
5/4	 	中尾アジア開発銀行（ADB）総裁と会談

往 茂木経済産業大臣 8/8～8/9 8/9	 	原子力発電分野における協力に関する覚書の署
名式出席

8/9	 	マシモフ首相と会談
8/9	 	イセケシェフ投資・発展相と会談
8/9	 	シュコルニク・エネルギー相と会談

キルギス 往 岸田外務大臣 7/16 7/16	 	「中央アジア＋日本」対話第5回外相会合出席
7/16	 	無償資金協力「オシュ州、ジャララバード州及

びタラス州道路維持管理機材整備計画」及び無
償資金協力「人材育成奨学計画」に関する交換
公文（E/N）に署名式出席

7/16	 	アタムバエフ大統領に表敬
7/16	 	アブディルダエフ外相と会談
7/16	 	カミロフ・ウズベキスタン外相と会談
7/16	 	メレドフ・トルクメニスタン副首相兼外相と会

談
7/16	 	イドリソフ・カザフスタン外相と会談

来 ジェエンベコフ議会議
長

11/17～11/21 参議院議長招待
11/18	 	天皇陛下が御引見
11/18	 	山崎参議院議長と懇談
11/19	 	伊吹衆議院議長と懇談
11/20	 	安倍総理大臣に表敬

グルジア 往 逢沢衆議院議員（総理
特使）

7/12～7/15 7/13	 	シェワルナゼ元グルジア大統領葬儀参列

来 マルグヴェラシヴィリ
大統領及び同令夫人

10/21～10/25 実務訪問賓客
10/21	 	ロシアNIS貿易会（ROTOBO）との円卓会議出

席
10/22	 	京都視察
10/23	 	伊吹衆議院議長との会談
10/24	 	日本国とグルジアとの間の『平和と民主主義へ

の連帯』に関する共同声明の署名式出席
10/24	 	天皇皇后両陛下と御会見
10/24	 	安倍総理大臣と会談
10/24	 	岸田外務大臣との会談
10/24	 	チチュア大統領夫人と安倍昭恵総理大臣夫人と

の懇談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
タジキスタン 往 薗浦外務大臣政務官 11/11～11/13 11/12	 	「草の根・人間の安全保障無償資金協力」署名

式出席
11/12	 	ラフモン大統領に表敬
11/12	 	アスロフ外相と会談

トルクメニスタ
ン

往 牧野外務大臣政務官 4/29～5/2 4/30	 	ベルディムハメドフ大統領に表敬
4/30	 	メレドフ副首相兼外相と会談
4/30	 	ホジャムハメドフ副首相と会談

ロシア 往 下村文部科学大臣 2/7～2/9 2/8	 	ムトコ・スポーツ相と会談
往 安倍総理大臣 2/7～2/9 2/7	 	ソチ冬季オリンピック競技大会開会式出席

2/8	 	オリンピック選手村（沿岸クラスター）訪問
2/9	 	プーチン大統領と会談

来 ナルィシュキン国家院
議長

6/2～6/3 6/2	 	ロシア文化フェスティバル開会式出席
6/2	 	伊吹衆議院議長と会談
6/3	 	高村日ロ友好議連会長と会談
6/3	 	山崎参議院議長と会談

往 森元総理大臣 9/9～9/10 9/9	 	日露フォーラム（毎日新聞・ロシア新聞主催）
出席

9/10	 	プーチン大統領と会談
往 高村自民党副総裁
（2014年日露武道交流
年・日本武道代表団団
長）

11/5～11/12 11/7	 	ナルィシュキン国家院議長と会談
11/8	 	日本武道代表団団長として、日本武道演武会出

席

（6）中東と北アフリカ
アフガニスタン 往 牧野外務大臣政務官 1/18 1/18	 	無償資金協力により建設された「アフガン・日

本感染症病院」開院式出席
1/18	 	カルザイ大統領に表敬

アラブ首長国連
邦

往 牧野外務大臣政務官 1/18～1/20 ドバイ政庁関係者と会談

往 茂木経済産業大臣 1/19～22 1/20	 	ワールド・フューチャーエナジーサミット及び
環インド洋再生可能エネルギー大臣会合出席

1/20	 	ムハンマド・アブダビ皇太子と会談
来 ムハンマド・アブダビ
首長国皇太子殿下

2/25～2/26 公賓
2/26	 	天皇陛下と御会見・午餐
2/26	 	安倍総理大臣と会談

来 スルターン・アル・
ジャーベル国務相

4/11～4/12 4/11～4/12	 	第8回軍縮・不拡散イニシアティブ
（NPDI）外相会合出席

アルジェリア 往 岸外務副大臣 3/9～3/10 3/9	 	ベンサラ国民評議会議長と会談
3/9	 	ユースフィー・エネルギー鉱業相と会談
3/9	 	シアリ公共事業相と会談
3/9	 	ブゲラ・マグレブ担当特命相と会談

イエメン 往 牧野外務大臣政務官 1/20 1/20	 	バシンドワ首相に表敬
1/20	 	カルビー外相と会談

イスラエル 来 ネタニヤフ首相及び同
令夫人

5/11～5/14 公式実務訪問賓客
5/12	 	安倍総理大臣と会談
5/13	 	天皇皇后両陛下が御引見
5/13	 	岸田外務大臣による表敬

往 茂木経済産業大臣 7/6 7/6	 	日本・イスラエル・ビジネスフォーラム出席
7/6	 	産業R＆D協力に関する覚書への署名式出席
7/6	 	ネタニヤフ首相と会談
7/6	 	ベネット経済相と会談

往 新藤総務大臣 7/8 7/8	 	エルダン通信相と会談
往 岸外務副大臣 7/22～7/25 7/24	 	ネタニヤフ首相に表敬

7/24	 	リブニ司法相に表敬
7/24	 	ハネグビ副外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 薗浦外務大臣政務官 10/20～10/21 10/20	 	「日本週間」開会式出席及び挨拶

10/21	 	エーデルシュタイン国会議長に表敬
10/21	 	リーベルマン外相に表敬

イラク 往 牧野外務大臣政務官 7/23～7/24 7/24	 	コバード・クルディスタン地域政府（KRG）副
首相に表敬

7/24	 	ジャマールKRG外務庁副長官と会談
イラン 来 ザリーフ外相 3/4～3/5 3/5	 	安倍総理大臣に表敬

3/5	 	岸田外務大臣と会談
来 エブテカール副大統領
兼環境庁長官

4/1～4/4 4/3	 	安倍総理大臣に表敬

往 岸外務副大臣 6/9～6/11 6/9	 	ラリジャニ国会議長と会談
6/9	 	エブテカール副大統領兼環境庁長官と会談
6/11	 	ザリーフ外相と会談

エジプト 往 岸外務副大臣 7/19～7/22 7/19	 	エルシーシ大統領に表敬
7/19	 	シュクリ外相と会談

往 城内外務副大臣 9/12～9/14 9/13	 	ローザ副外相と会談
9/13	 	円借款案件・大エジプト博物館（GEM）建設事

業現場視察
9/14	 	第2回アラブ減災会議開会式出席

往 中山外務副大臣 10/10～10/12 10/11	 	シュクリ外相と会談
10/12	 	アッバース・パレスチナ自治政府大統領と会談
10/12	 	マサンエス・ポルトガル副外相と会談
10/12	 	ガザ復興支援会合出席

オマーン 往 安倍総理大臣及び同令
夫人

1/9～1/10 1/9	 	カブース国王と会談

往 牧野外務大臣政務官 7/22～7/23 7/22	 	第1回日・オマーン政策対話実施
カタール 来 アティーヤ外相 5/26～5/28 5/27	 	安倍総理大臣に表敬

5/27	 	岸田外務大臣と会談
クウェート 往 牧野外務大臣政務官 1/15 1/15	 	第2回シリア人道支援会合出席
サウジアラビア 来 サルマン皇太子 2/18～2/26 公賓

2/19	 	天皇陛下と御会見・午餐
2/19	 	安倍総理大臣と会談
2/24	 	皇太子殿下と御接見

来 マダニ外務担当国務相
（サルマン皇太子に同
行）

2/18～2/26 2/25	 	岸外務副大臣と会談

往 茂木経済産業大臣 5/3～5/5 5/4	 	日サウジビジネスフォーラム出席
5/4	 	タウフィーク商工相と会談
5/4	 	ジャーセル経済企画相と会談

チュニジア 来 岸外務副大臣 3/10～3/11 3/11	 	マルズーキ大統領と会談
3/11	 	メヘディ・ジョマア首相と会談
3/11	 	ベン・ジャアファル制憲国民議会議長と会談

往 中根外務大臣政務官
（選挙監視団団長）

10/25～10/27 10/25	 	グイア外務国務長官と会談
10/26	 	選挙監視ミッション参加

トルコ 往 エルドアン首相及び同
令夫人

1/6～1/8 公式実務訪問賓客
1/7	 	安倍総理大臣と会談
1/7	 	エミネ・エルドアン首相夫人と安倍昭恵総理大

臣夫人が懇談
1/7	 	エミネ・エルドアン首相夫人と安倍昭恵総理大

臣夫人が社会福祉法人「福田会」訪問
1/8	 	天皇皇后両陛下が御引見

来 ダーヴトオール外相 4/9～4/12 4/11～4/12	 	第8回軍縮・不拡散イニシアティブ
（NPDI）外相会合出席

4/13	 	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
往 彬子女王殿下 4/23～4/30 4/27	 	寛仁親王殿下追悼コンサート御臨席
往 茂木経済産業大臣 7/8 7/8	 	第2回日トルコ貿易・投資閣僚会合（TRINS）

出席
往 新藤総務大臣 7/8～7/10 7/9	 	アタライ副首相、エルヴァン運輸海事通信相と

会談
往 岸外務副大臣 7/25～7/26 7/25	 	対トルコODA案件・マルマライ・プロジェクト

（ボスポラス海峡横断地下鉄）視察
（パレスチナ自
治区）

往 茂木経済産業大臣 7/7 7/7	 	アッバース大統領と会談

往 岸外務副大臣 7/19～7/25 7/23	 	ハムダッラー首相に表敬
往 薗浦外務大臣政務官 10/20～10/21 10/20	 	ジェリコ農産加工団地（JAIP）視察

10/20	 	アッバース大統領に表敬
10/20	 	ハムダッラー首相に表敬

モロッコ 往 岸外務副大臣 3/7～3/8 3/7	 	第3回日モロッコ合同委員会出席
3/7	 	ブーアイダ外務・協力相付特命相と会談

来 ビアディラ参議院議長 9/8～9/12 参議院議長招待
9/9	 	安倍総理大臣に表敬
9/9	 	山崎参議院議長と懇談
9/10	 	伊吹衆議院議長と懇談

ヨルダン 往 岸外務副大臣 7/22 7/22	 	ジュデ外相と会談
来 アブドッラー2世国王
陛下

11/18～11/21 実務訪問賓客
11/20	 	安倍総理大臣と会談
11/21	 	天皇皇后両陛下と御昼餐

レバノン 往 牧野外務大臣政務官 1/16～1/17 1/17	 	スレイマン大統領と会談
1/17	 	ベッリ国会議長と会談
1/17	 	ミーカーティー職務執行政府首相と会談
1/17	 	ラフミー外相代行と会談

（7）アフリカ
エチオピア 往 安倍総理大臣及び同令

夫人
1/13～1/14 1/13	 	ハイレマリアム首相と会談

1/13	 	故アベベ選手の子息とアスリートとの懇談
1/14	 	ムラトゥ大統領に表敬
1/14	 	ズマAU委員長による表敬

往 三ツ矢外務副大臣 1/29～1/30 1/29～1/30　	AU総会出席
1/29	 	ハイレマリアム首相と会談
1/29	 	ハッサン・ソマリア大統領と会談
1/29	 	アミナ・モハメド・ケニア外務長官と会談
1/29	 	ゼイダーン・リビア首相と会談
1/30	 	ベルハネ外相と会談
1/30	 	ブーレル・モーリシャス外務・地域統合・国際

貿易相と会談
1/30	 	サタ・ザンビア大統領と会談
1/30	 	ベンジャミン南スーダン外務・国際協力相と会

談
1/30	 	ムシキワボ・ルワンダ外務・協力相と会談
1/30	 	カヴァクレ・ブルンジ外務・国際協力相と会談
1/30	 	カベルカ・アフリカ開発銀行総裁と会談
1/30	 	クフォー・ガーナ元大統領と会談

往 石原外務大臣政務官 8/25～8/26 アフリカ貿易・投資促進官民合同ミッション
8/26	 	ムラトゥ大統領に表敬
8/26	 	ハイレマリアム首相に表敬

来 アバデュラ人民代表議
会議長

10/25～10/30 衆議院議長招待
10/28	 	安倍総理大臣に表敬
10/28	 	伊吹衆議院議長と懇談
10/28	 	山崎参議院議長と懇談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
エリトリア 往 城内外務副大臣 9/15～9/17 9/15	 	イサイアス大統領を表敬

9/15	 	ギオルギス国家開発相と会談
9/16	 	オスマン外相と会談
9/16	 	ベルハネ財務相と会談

カメルーン 往 岸田外務大臣 5/3～5/5 5/4～5/5　	第1回TICADV閣僚会合出席
5/4	 	南スーダン情勢に関する関係国会合出席
5/4	 	ムココ・ムボンジョ外相と会談
5/4	 	カラバ・ザンビア外相と会談
5/4	 	ジョップ・マリ外務・アフリカ統合・国際協力

相と会談
ギニア 往 石原外務大臣政務官 6/30 6/30	 	コンデ大統領と会談

6/30	 	サノ国際協力相と会談
ケニア 往 石原外務大臣政務官 3/5～3/8 政府関係者と会談

往 秋篠宮同妃両殿下 7/6 お乗換え
コートジボワー
ル

往 安倍総理大臣及び同令
夫人

1/10～1/11 1/10	 	ウワタラ大統領と会談
1/10	 	ヤイ・ベナン大統領と懇談
1/10	 	コンパオレ・ブルキナファソ大統領と懇談
1/10	 	ジャメ・ガンビア大統領と懇談
1/10	 	マハマ・ガーナ大統領と懇談
1/10	 	サーリーフ・リベリア大統領と懇談
1/10	 	イスフ・ニジェール大統領と懇談
1/10	 	ジョナサン・ナイジェリア大統領と懇談
1/10	 	サル・セネガル大統領と懇談
1/10	 	コロマ・シエラレオネ大統領と懇談
1/10	 	ニャシンベ・トーゴ大統領と懇談
1/11	 	草の根・人間の安全保障無償資金協力支援先で

ある女性職業訓練施設「マリー・ウジェニー・
センター」視察

ザンビア 往 秋篠宮同妃両殿下 6/28～7/2 6/30	 	カビンバ大統領代行表敬
往 中根外務大臣政務官 10/23～10/24 10/23	 	独立50周年記念式典出席

10/24	 	自由の戦士記念碑献花式出席
10/24	 	ンゴンベ・コンパウンド訪問
10/24	 	カラバ外相に表敬

ジブチ 往 小野寺防衛大臣 5/9 5/9	 	派遣海賊対処行動水上部隊及び派遣海賊対処
行動航空隊視察

5/9	 	ハッサン国防相と会談
ソマリア 来 ハッサン大統領 3/11～3/15 実務訪問賓客

3/13	 	天皇陛下と御会見
3/13	 	安倍総理大臣と会談

来 アブディラフマン外
務・国際協力相

3/11～3/15 3/12	 	岸田外務大臣と会談

タンザニア 往 三ツ矢外務副大臣 1/31～2/1 1/31	 	ピンダ首相に表敬
1/31	 	ティゼバ副運輸相と懇談
2/1	 	ハマド・ザンジバル第一副大統領に表敬
2/1	 	ビラール副大統領に表敬

来 ビラール副大統領 5/18～5/23 政府関係者と意見交換
往 秋篠宮同妃両殿下 7/2～7/6 御訪問

7/3	 	キクウェテ大統領表敬
往 石原外務大臣政務官 8/28～8/30 アフリカ貿易・投資促進官民合同ミッション

8/30	 	ピンダ首相に表敬
ナミビア 往 三ツ矢外務副大臣 7/31～8/1 7/31	 	ナンディ＝ンダイトワ外相に表敬

7/31	 	カタリ鉱山業・エネルギー相に表敬
7/31	 	グリラブ国民議会議長に表敬
8/1	 	草の根・人間の安全保障無償資金協力案件・ナ

ラ小学校訪問
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ブルキナファソ 往 石原外務大臣政務官 7/1～7/2 7/1	 	技術協力プロジェクト「デジタル地形図作成プ

ロジェクト」完成授与式
7/2	 	ティアオ首相と会談
7/2	 	バソレ外務・域外協力相と会談
7/2	 	ボリ/バリ国民教育・識字相と会談

ボツワナ 往 新藤総務大臣 1/15～1/18 1/15	 	マシシ大統領府公共政策担当相と会談
1/16	 	モレフィ運輸通信相と会談

マダガスカル 往 石原外務大臣政務官
（特派大使）

1/25 1/25	 	ラジャオナリマンピアニナ大統領就任式典出席
1/25	 	ラジャオナリマンピアニナ大統領と会談
1/25	 	アンジアンティアナ国民暫定連合政府外相と会

談
南アフリカ 往 秋篠宮同妃両殿下 6/28、7/2 ザンビア及びタンザニア御訪問に際してのお立寄り

往 三ツ矢外務副大臣 7/30 7/30	 	ムフェケト副国際関係・協力相と会談
南スーダン 往 小野寺防衛大臣 5/8 5/8	 	南スーダン派遣施設隊視察

5/8	 	キール大統領に表敬
5/8	 	ジョンソン南スーダン担当国連事務総長特別代

表と会談
5/8	 	マニャン国防相と会談

モザンビーク 往 安倍総理大臣及び同令
夫人

1/11～1/13 1/12	 	日本・モザンビーク投資フォーラム・オープニ
ングセッション出席

1/12	 	ゲブーザ大統領と会談
往 石原外務大臣政務官 6/26～6/28 6/26	 	対人地雷禁止条約第3回検討会議出席

6/27	 	ナカラ港視察
6/28	 	ナンプラ農業研究所試験場視察
6/28	 	ニュシ元国防相（与党公認の次期大統領選挙候

補者）と会談
往 三ツ矢外務副大臣 7/29～7/30 7/29	 	ムティッセ運輸通信相と会談

7/30	 	コロマ副外務協力相と会談
7/30	 	第1回日・モザンビーク・ハイレベル政策対話

出席
7/30	 	第1回日・モザンビーク官民合同対話出席

ルワンダ 往 石原外務大臣政務官 8/26～8/28 8/27	 	貿易・投資促進セミナー出席
8/27	 	ガテテ財務・経済計画相に表敬
8/28	 	カガメ大統領に表敬

（8）国際機関
ASEAN事務局 来 レー・ルオン・ミン事

務局長
5/22～5/24 5/23	 	第21回国際交流会議　日経アジアの未来出席

アフリカ国連ミレ
ニアム開発目標
（MDGs）

来 チャカチャカ特別大使 6/10～6/17 6/16	 	木原外務大臣政務官に表敬

欧州安全保障協
力会議（OSCE）

来 ザニエル事務総長 6/16～6/17 6/16～6/17　	日・OSCE共催会議出席

経済協力開発機
構（OECD）

来 グリア事務総長 4/6～4/10 4/9	 	OECD日本加盟50周年記念シンポジウム―ア
ジアとともに、半世紀後の未来に向けて出席

4/9	 	安倍総理大臣に表敬
4/9	 	岸田外務大臣と会談

国際移住機関
（IOM）

来 スウィング事務局長 2/19～2/21 2/20	 	岸外務副大臣に表敬

国際海洋法裁判
所（ITLOS）

来 柳井所長 7/3 7/3	 	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 6/10～6/15 6/10	 	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 3/13～3/20 3/17	 	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
国際コーヒー機
関（ICO）

来 シルヴァ事務局長 9/29～10/4 10/3	 	薗浦外務大臣政務官に表敬

国際再生可能エ
ネルギー機関
（IRENA）

来 アミン事務局長 10/22～10/26 10/23	 	中山外務副大臣に表敬
政府関係者と意見交換

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

11/5～11/7 11/7	 	中山外務副大臣に表敬

エネルギー憲章
条約（ECT）

来 ルスナック事務局長 11/16～11/22 戦略的実務者招聘
11/21	 	エネルギー憲章条約フォーラム出席

国際赤十字・赤
新 月 社 連 盟
（IFRC）

来 シィ事務総長 10/25～10/30 10/29	 	中根外務大臣政務官に表敬

国際民間航空機
関（ICAO）

来 アリウ理事会議長 9/5～9/11 外務省招へい
9/9	 	城内外務副大臣に表敬

国連 来 エイモス人道問題担当
国連事務次長兼緊急援
助調整官

7/22～7/25 外務省賓客
7/23	 	世界人道サミット北・南東アジア地域準備会合

出席
7/23	 	岸田外務大臣と会談

来 ワルストロム事務総長
特別代表（防災担当）

10/1～10/3 10/3	 	中根外務大臣政務官に表敬

国連アジア太平
洋経済社会委員
会

来 アクタール事務局長 7/21～7/25 外務省賓客
7/22	 	岸田外務大臣と会談

国連総会 来 アッシュ議長 4/1～4/4 外務省招待
4/2	 	安倍総理大臣に表敬
4/2	 	三ツ矢外務副大臣と会談
4/3	 	岸田外務大臣と会談

来 クテサ議長 7/9～7/12 外務省招待
7/11	 	岸田外務大臣と会談

国連開発計画
（UNDP）

来 クラーク総裁 7/23～7/24 2014年人間開発報告書の国際公式発表
7/24	 	安倍総理大臣に表敬
7/24	 	岸田外務大臣と会談

来 クラーク総裁 9/12～9/13 9/12～9/13　	女性が輝く社会に向けた国際シンポジウ
ム出席

9/13	 	安倍総理大臣にグループ表敬
9/13	 	岸田外務大臣と会談

来 クラーク総裁 11/16～11/18 11/17	 	国際協力60周年記念シンポジウム出席（基調
講演）

国連教育科学文
化 機 関
（UNESCO）

来 ボコバ事務局長 11/6～11/11 11/7～11/10　	持続可能な開発のための教育に関する
ユネスコ世界会議出席

11/7	 	安倍総理大臣に表敬
11/7	 	薗浦外務大臣政務官と会談
11/9	 	ユネスコ無形文化遺産「和食；日本人の伝統的

な食文化～正月を例として～」認定書授与式実
施

11/9	 	皇太子同妃両殿下と御接見
国連児童基金
（UNICEF）

来 レーク事務局長 2/23～2/26 外務省賓客
2/24	 	皇太子殿下と御接見
2/24	 	岸田外務大臣と会談
2/24	 	安倍総理大臣に表敬

国際海底機構
（ISA）

来 オダントン事務局長 1/22～1/29 1/27	 	松島経済産業副大臣と会談
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国連パレスチナ
難民救済事業機
関（UNRWA）

来 クレヘンビュール事務
局長

10/21～10/24 10/22	 	城内外務副大臣に表敬

国連世界食糧計
画（WFP）

来 カズン事務局長 9/12～9/13 9/12～9/13　	女性が輝く社会に向けた国際シンポジウ
ム出席

9/13	 	岸田外務大臣に表敬
9/13	 	安倍総理大臣に表敬

国連難民高等弁
務 官 事 務 所
（UNHCR）

来 グテーレス国連難民高
等弁務官

11/12～11/15 11/14	 	皇太子同妃両殿下と御接見
11/14	 	中山外務副大臣と会談
11/14	 	中根外務政務官と会談

国連紛争下の性
的暴力担当事務
総長特別代表事
務所

来 バングーラ事務総長特
別代表

9/11～9/16 9/12～9/13　	女性が輝く社会に向けた国際シンポジウ
ム出席

9/13	 	岸田外務大臣と会談

国連ボランティ
ア計画（UNV）

来 ディクタス事務局長 11/12～11/15 11/14	 	中根外務大臣政務官に表敬

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	Woman）

来 ムランボ＝ヌクカ事務
局長

3/25～3/28 外務省招へい
3/26	 	岸田外務大臣に表敬
3/28	 	安倍総理大臣に表敬

来 ムランボ＝ヌクカ事務
局長

9/12～9/14 9/12～9/13　	女性が輝く社会に向けた国際シンポジウ
ム出席

9/13	 	岸田外務大臣と会談
世界エイズ・結
核・マラリア対
策基金（グロー
バルファンド）

来 ダイブル事務局長 10/14～10/16 10/15	 	城内外務副大臣に表敬

世界観光機関
（UNWTO）

来 リファイ事務局長 9/23～9/26 ツーリズムEXPOジャパン出席
9/25	 	中根外務大臣政務官と会談
9/25	 	太田国土交通大臣に表敬

国際通貨基金
（IMF）　

来 ラガルド専務理事 9/11～9/12 9/12	 	女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム出席

世界銀行（WB） 往 キム総裁 7/10～7/11 7/10	 	岸田外務大臣と会談
世界貿易機関
（WTO）

往 アゼベド事務局長 5/20～5/22 外務省賓客
5/20	 	安倍総理大臣に表敬
5/20	 	岸田外務大臣と会談
5/20	 	林農林水産大臣と会談
5/20	 	茂木経済産業大臣と会談

GAVIワクチン
アライアンス

来 バークレー事務局長 10/30～10/31 10/30	 	中根外務大臣政務官に表敬
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