
要人往来

国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程

（1）アジア・大洋州
インド 往 岸田外務大臣 1/16～1/18 1/16	 	モディ首相に表敬

1/17	 	世界問題評議会にてスピーチ実施
1/17	 	第8回日印外相間戦略対話実施

来 パリカル国防相 3/29～4/1 3/31	 	岸田外務大臣に表敬
往 薗浦外務大臣政務官 5/7～5/9 5/8	 	日本のODA協力案件デリー地下鉄視察

5/8	 	シン外務担当閣外相と会談
5/8	 	ドヴァル国家安全保障顧問と会談

往 城内外務副大臣 9/2～9/4 9/3	 	「紛争回避と環境配慮に関するグローバルなヒン
ドゥー教・仏教イニシアティブ」出席及びスピー
チ実施

9/3	 	日印文化友好パネル展開会式出席
往 安倍総理大臣 12/11～12/13 12/11	 	スワラージ外相による表敬

12/11	 	日本・インド・イノベーション・セミナー出席及
び講演実施

12/12	 	ムカジー大統領を表敬
12/12	 	モディ首相と会談及び共同声明「日印ビジョン

2025特別戦略的グローバル・パートナーシップ、
インド太平洋地域と世界の平和と繁栄のための協
働」署名

12/12	 	「日印防衛装備品・技術移転協定」及び「日印秘
密軍事情報保護協定」署名に立ち会い

12/12	 	「原子力の平和的利用における協力のための日本
国政府とインド共和国政府との間の協定に関する
覚書」署名

12/12	 	「高速鉄道に関する日本国政府とインド共和国政
府との間の協力覚書」署名に立ち会い

インドネシア 来 カッラ副大統領 3/13～3/16 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/14	 	安倍総理大臣に表敬
3/14	 	岸田外務大臣と会談

来 ジョコ大統領及び	
同令夫人

3/22～3/25 公式実務訪問賓客
3/23	 	天皇皇后両陛下と御会見・午餐（夫人同伴）
3/23	 	安倍総理大臣と会談及び共同声明発出

（2015年1月1日～12月31日）

〈記載対象と留意点〉
1．対象期間は2015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、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
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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 3/24～3/25 3/25	 	OECD東南アジア地域フォーラム出席

3/25	 	グリアOECD事務総長と会談
3/25	 	バンバン財務相と会談
3/25	 	ホー・サメット・カンボジア女性省長官と会談

往 中根外務大臣政務官 4/20 アジア・アフリカ会議（バンドン会議）60周年記念閣僚
会議出席
ムンベンゲグウィ・ジンバブエ外相と会談
ウィッ・ボリット・カンボジア外務国際協力省長官と会談
ファル・ギニア外務・在外自国民相と会談
サルムサイ・ラオス副外相と会談
シコティ・アンゴラ外相と会談
パト・パプア・ニューギニア外務移民相と会談
ファヒル副外相と会談
カリッド・ソマリア外務・投資促進担当相と会談
コエーリョ・東ティモール外務協力相と会談

往 安倍総理大臣 4/21～4/23 4/22～4/23　	アジア・アフリカ会議（バンドン会議）
60周年記念首脳会議出席及びスピーチ実施

4/22	 	マハラブ・エジプト首相と会談
4/22	 	アブドッラー2世・ヨルダン・ハシェミット王国

国王と会談
4/22	 	ジョコ・ウィドド大統領と会談
4/22	 	シェイク・ハシナ・バングラデシュ首相と会談
4/22	 	習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席と会談
4/22	 	ローハニ・イラン大統領と会談

来 カッラ副首相 5/20～5/22 5/21～5/22　	日本経済新聞社主催第21回国際交流会議
「アジアの未来」出席

5/21	 	安倍総理大臣に表敬
5/21	 	岸田外務大臣と会談

来 セティヤ国会議長 11/12 安倍総理大臣に表敬
往 林経済産業大臣 11/22～11/25 11/23	 	ジョコ大統領に表敬

11/24	 	ダルミン経済担当調整大臣と会談
11/24	 	トーマス商業相と会談

来 ルトノ・マルスディ外相 12/17～12/18 12/17	 	日・インドネシア外務・防衛閣僚会合出席
12/17	 	岸田外務大臣と会談
12/18	 	安倍総理大臣に表敬

来 リャミザルド・リャク
ドゥ国防相

12/17～12/18 12/17	 	日・インドネシア外務・防衛閣僚会合出席
12/17	 	中谷防衛大臣と会談
12/18	 	安倍総理大臣に表敬

オーストラリア 往 薗浦外務大臣政務官 3/23～3/24 3/23	 	キーナン司法相と会談
来 ビショップ外相 5/22～5/23 5/22～5/23　	第7回太平洋島サミット出席

5/22	 	岸田外務大臣と会談
5/23	 	安倍総理大臣に表敬

往 中根外務大臣政務官 6/11～6/12 6/11～6/12　	暴力的過激主義に関する閣僚級地域別会
合出席

6/11	 	ビショップ外相と会談
6/12	 	エム・サム・アン・カンボジア内務長官と会談
6/12	 	マサゴス・シンガポール首相府大臣兼第二内務相

兼第二外務相と会談
6/12	 	タン・ベトナム公安副大臣と会談
6/12	 	フィンレイソン・ニュージーランド司法長官兼国

家情報局担当相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 岸田外務大臣 11/21～11/22 11/21	 	シノディノス官房長官と会談

11/21	 	ビショップ外相と会談及び軍縮・不拡散に関する
日豪共同文書発表

11/22	 	第6回日豪外務・防衛閣僚協議（「2+2」閣僚級
会合）出席

11/22	 	ビショップ外相と会談
11/22	 	クッタバル海軍基地を訪問

往 中谷防衛大臣 11/20～11/22 11/22	 	第6回日豪外務・防衛閣僚協議（「2+2」閣僚級
会合）出席

11/22	 	ペイン国防相と会談
11/22	 	クッタバル海軍基地を訪問

来 ターンブル首相 12/18 実務訪問賓客
安倍総理大臣と会談

韓国 往 岸田外務大臣 3/20～3/22 3/21	 	日中韓外相会議出席
3/21	 	尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

外交部長官と会談
3/21	 	王

お う

毅
き

中国外交部長と会談
来 尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

外交部長官 6/21～6/22 6/21	 	岸田外務大臣と会談
6/22	 	安倍総理大臣に表敬

往 下村文部科学大臣 8/30～8/31 8/30	 	日韓国交正常化50周年記念日教育交流サミット
出席

8/30	 	黄
ファン

祐
ウ

呂
ヨ

副総理兼教育部長官と会談
往 中谷防衛大臣 10/20 韓

ハ ン

民
ミ ン

求
グ

国防部長官と会談
往 島尻内閣府特命担当大
臣（科学技術政策）

10/20～10/22 10/21	 	OECD科学技術政策委員会（CSTP）	閣僚級会合
出席

10/21	 	崔
チ ェ

陽
ヤ ン

煕
ヒ

未来創造科学部長官と会談
往 林経済産業大臣 10/30 日中韓経済貿易大臣会合出席

尹
ユ ン

相
サ ン

直
ジ ク

産業通商資源部長官と会談
往 岸田外務大臣 10/31～11/2 11/1	 	第6回日中韓サミット出席

11/1	 	尹
ユ ン

炳
ビョン

世
セ

外交部長官と会談
11/1	 	王

お う

毅
き

中国外交部長と会談
往 安倍総理大臣 11/1～11/2 11/1	 	第6回日中韓サミット出席

11/1	 	李
り

克
こ く

強
きょう

中国国務院総理と会談
11/2	 	朴

パ ク

槿
ク

恵
ネ

大統領と会談
往 岸田外務大臣 12/28 尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

外交部長官と会談
カンボジア 往 中根外務大臣政務官 1/13～1/15 1/14　	つばさ橋（ネアックルン橋梁）桁閉合式出席

1/14　	日・カンボジア航空協定署名式出席
1/14　	ソー・ケン副首相兼内相に表敬
1/14　	ハオ・ナムホン副首相兼外相に表敬
1/15　	フン・セン首相に表敬

来 ソー・ケン副首相兼内相 2/15～2/19 外務省賓客
2/16	 	菅内閣官房長官と懇談
2/16	 	中根外務大臣政務官と懇談
2/19	 	メコン地域における官民協力・連携促進フォーラ

ム第5回会合出席
2/19	 	城内外務副大臣と会談

来 フン・セン首相 3/13～3/16 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	安倍総理大臣と会談

来 ハオ・ナムホン副首相
兼外務国際協力相

7/2～7/6 7/2	 	岸田外務大臣と会談
7/4	 	第7回日・メコン首脳会議同席
7/5	 	下関・北九州訪問
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 フン・セン首相 7/2～7/6 7/3	 	衆参両院議長表敬

7/4	 	第7回日・メコン首脳会議出席
7/4	 	安倍総理大臣と会談
7/5	 	下関・北九州訪問

往 中根外務大臣政務官 10/2～10/3 10/2	 	フン・セン首相に表敬
10/2	 	ソー・ケン副首相兼内務相に表敬
10/2	 	ロン・ビサロ外務国際協力省長官と会談
10/3	 	日本人学校・補習授業校視察

キリバス 来 トン大統領 3/14～3/18 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席
3/15	 	安倍総理大臣と会談

来 トン大統領 5/20～5/26 5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発
フォーラム」出席

5/22～5/23　	第7回太平洋・島サミット出席
5/22	 	安倍総理大臣と会談

クック諸島 来 プナ首相 5/20～5/24 5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発
フォーラム」出席

5/22～5/23　	第7回太平洋・島サミット出席
5/23	 	安倍総理大臣と会談

往 櫻田総理特使 8/4～8/5 8/4	 	タランギ・ニウエ首相と会談
8/4	 	自治50周年記念式典出席
8/5	 	プナ首相と会談
8/5	 	経済協力案件視察

来 プナ首相兼観光相 10/18 太平洋島嶼国観光大臣会合出席
サモア 来 トゥイラエパ首相 5/20～5/23 5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発

フォーラム」出席
5/22～5/23　	第7回太平洋島サミット出席
5/22	 	安倍総理大臣と会談

シンガポール 来 シャンガム外相 3/13～3/17 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/14	 	岸田外務大臣と会談
3/16	 	岩手県陸前高田視察

往 薗浦外務大臣政務官 3/25～3/27 3/26	 	ジャパン・クリエーティブ・センター（JCC）等視察
往 安倍総理大臣 3/29 リー・クァンユー元首相の国葬に参列
往 中谷防衛大臣 5/30～5/31 5/30	 	第14回IISSアジア安全保障会議出席

5/30	 	カーター米国防長官と会談
5/30	 	アンドリューズ豪国防相と会談
5/30	 	ブラウンリー・ニュージーランド国防相と会談
5/30	 	ヒシャムディン・マレーシア国防相と会談
5/30	 	日米韓防衛相会談
5/30	 	日米豪防衛相会談
5/31	 	ウン防衛相と会談
5/31	 	ツォルモン・モンゴル国防相と会談
5/31	 	ライエン・ドイツ国防相と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 8/8～8/10 8/9	 	シンガポール独立50周年記念行事出席
スリランカ 往 城内外務副大臣 3/6～3/7 3/7	 	シリセーナ大統領に表敬

3/7	 	ウィクラマシンハ首相に表敬
3/7	 	サマラウィーラ外相に表敬
3/7	 	ジャヤワルダナ・センター視察

来 サマラウィーラ外相 6/17～6/20 外務省賓客
6/19	 	安倍総理大臣に表敬
6/19	 	岸田外務大臣と会談
6/19	 	円借款及び無償資金協力に関する書簡の交換
6/20	 	アジアにおける平和構築と国民和解、民主化に関

するハイレベルセミナー出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ウィクラマシンハ首相
及び同令夫人

10/4～10/7 公式実務訪問賓客
10/5	 	岸田外務大臣による表敬
10/6	 	安倍総理大臣と会談
10/6	 	菅内閣官房長官と会談
10/6	 	記念講演会
10/6	 	円借款に関する書簡交換
10/7	 	天皇皇后両陛下が御引見（夫人同伴）

ソロモン諸島 来 エテ副首相 5/20～5/24 5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発
フォーラム」出席

5/22～5/23　	第7回太平洋島サミット出席
5/23	 	安倍総理大臣に表敬

タイ 来 プラユット首相及び	
同令夫人

2/8～2/10 2/9	 	皇太子同妃両殿下と御接見（夫人同伴）
2/9	 	安倍総理大臣と会談

来 プラユット首相 3/14～3/15 3/13～3/14　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/14	 	安倍総理大臣と会談

往 高市総務大臣 4/29～5/2 4/30	 	プラユット首相に表敬
4/30	 	ポーンチャイ情報通信技術相と会談

来 プリディヤートン副首相 5/20～5/21 5/21～5/22　	日経新聞社主催第21回国際交流会議	
「アジアの未来」出席

5/21	 	安倍総理大臣に表敬
往 中根外務大臣政務官 5/27～5/29 5/28	 	国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）	

第71回総会出席及びスピーチ実施
5/28	 	アクタールESCAP事務局長と会談
5/28	 	タナサック副首相兼外相と会談
5/28	 	トゥイッ・カンボジア上級相と会談
5/28	 	カーン・パキスタン商業相と会談
5/28	 	サルムサイ・ラオス外務副大臣と会談

来 プラユット首相 7/4 第7回日・メコン首脳会議出席
安倍総理大臣と会談

来 タナサック副首相兼外相 7/4 第7回日・メコン首脳会議同席
岸田外務大臣と会談

往 中根外務大臣政務官 9/26～9/28 9/27	 	バンコク爆発事件の犠牲者に対する献花
9/27	 	日本人学校、東部臨海工業団地視察
9/28	 	コープカン観光スポーツ相と会談
9/28	 	ウィラサック外務大臣政務官と会談

往 塩崎厚生労働大臣 9/29～9/30 9/30	 	ピャサコン保健相と会談
9/30	 	ソムキット副首相と懇談

来 ソムキット副首相 11/27 安倍総理大臣に表敬
菅内閣官房長官と会談

中国 往 木原外務副大臣 10/30～10/31 10/30	 	張
ちょう

業
ぎょう

遂
す い

外交部常務副部長と会談
10/30	 	現地日本商工会関係者と意見交換
10/31	 	文化交流行事出席

中国（香港） 往 林農林水産大臣 8/13～8/14 8/13	 	ラム政務長官と会談
8/13	 	コウ食物衛生局長官と会談
8/13	 	フォン香港貿易発展局総裁と会談

ツバル 来 ソポアンガ首相 5/20～5/24 5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発フォー
ラム」出席

5/22～5/23　	第7回太平洋島サミット出席
5/23	 	安倍総理大臣と会談

トンガ 往 中根外務大臣政務官 2/20～2/21 2/20	 	ポヒヴァ首相兼外務貿易相兼教育・訓練相に表敬
来 ソヴァレニ副首相 3/12～3/18 3/13	 	中根外務大臣政務官と会談

3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ポヒヴァ首相 5/19～5/24 5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発

フォーラム」出席
5/22～5/23　	第7回太平洋・島サミット出席
5/23	 	安倍総理大臣と会談

往 皇太子同妃両殿下 7/3～7/6 7/4	 	国王トゥポウ6世陛下戴冠式御臨席
ナウル 来 ワンガ大統領 5/21～5/24 5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発

フォーラム」出席
5/22～5/23　	第7回太平洋・島サミット出席
5/22	 	安倍総理大臣と会談　　

ニウエ 来 タランギ首相 5/20～5/24 5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発
フォーラム」出席

5/22～5/23　	第7回太平洋・島サミット出席
5/23	 	安倍総理大臣と会談

ニュージーラン
ド

往 中根外務大臣政務官 2/19，2/21～
2/23

2/19	 	マカリー外相と会談
2/22	 	クライストチャーチ地震追悼式典出席

来 キー首相 3/24～3/25 3/24	 	安倍総理大臣と会談
ネパール 来 パンディ外相 3/13～3/17 3/14～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

3/15	 	岸田外務大臣と会談
往 城内外務副大臣 6/24～6/25 6/24	 	コイララ首相に表敬

6/24	 	パンディ外相に表敬
6/25	 	マハト財務相に表敬
6/25	 	ネパール復興に関する国際会議出席及びスピーチ

実施
パキスタン 往 中根外務大臣政務官 3/9～3/11 3/10～3/11　	第8回日・SAARCエネルギー・シンポジ

ウム出席及びスピーチ実施
3/10	 	第二次洪水警報及び管理能力強化計画に関する

交換公文署名式
3/10	 	ファテミ外務担当首相特別補佐官と会談
3/10	 	アーシフ国防兼水利・電力相と会談
3/11	 	イスマイル投資庁長官と会談
3/11	 	ダール財務相と会談

バヌアツ 来 ロンズデール大統領 3/11～3/16 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/14	 	安倍総理大臣と会談

往 薗浦外務大臣政務官 3/22～3/23 3/22	 	サイクロン・パムによる被災状況視察
3/22	 	キルマン外相と会談

来 ナトゥマン首相 5/19～5/24 5/20	 	対バヌアツ無償資金協力「経済社会開発計画」
に関する交換公文署名式出席

5/20	 	城内外務副大臣による表敬
5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発

フォーラム」出席
5/22～5/23　	第7回太平洋・島サミット出席
5/23	 	安倍総理大臣と会談

パプアニューギ
ニア

来 オニール首相 5/20～5/24 5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発
フォーラム」出席

5/21	 	安倍総理大臣と会談
5/22～5/23　	第7回太平洋・島サミット出席
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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
（総理特使）

9/11～9/12 9/11	 	太平洋フォーラム（PIF）	域外国対話出席
9/11	 	オニール首相と会談
9/11	 	トゥイラエパ・サモア首相と会談
9/11	 	ポヒヴァ・トンガ首相と会談
9/11	 	プナ・クック諸島首相と会談
9/11	 	クンブアンボラ・フィジー外相と会談
9/11	 	ポーター豪首相付政務次官と会談
9/11	 	テイラーPIF事務局長と会談
9/11	 	ナザブ空港整備計画の交換公文署名式出席

来 オニール首相及び	
同令夫人

10/13～10/16 公式実務訪問賓客
10/14	 	日・パプアニューギニア・ビジネスフォーラム出席
10/14	 	安倍総理大臣と会談
10/14	 	天皇皇后両陛下が御引見（夫人同伴）

パラオ 往 天皇皇后両陛下 4/8～4/9 4/8	 	パラオ主催歓迎レセプション及び晩餐会に御臨席
4/9	 	西太平洋戦没者の碑、米陸軍慰霊碑御供花

来 レメンゲザウ大統領	
及び同令夫人

5/20～5/23 5/20	 	天皇皇后両陛下と御昼餐（夫人同伴）
5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発

フォーラム」出席
5/22～5/23　	第7回太平洋島サミット出席
5/22	 	安倍総理大臣と会談

来 クアルティ国務相 5/20～5/23 5/22～5/23　	第7回太平洋・島サミット出席
5/22	 	安倍総理大臣との会談に同席

東ティモール 往 中根外務大臣政務官 7/23～7/25 7/23～7/25　	ポルトガル語圏諸国共同体閣僚会合出席
及びスピーチ実施

7/24	 	青年海外協力隊隊員活動視察
7/24	 	アラウジョ首相に表敬
7/24	 	コエーリョ外務協力相と会談
7/25	 	バロイ・モザンビーク外務協力相と会談

来 コエーリョ外務協力相 9/9 中根外務大臣政務官と会談
フィジー 来 クンブアンボラ外相 3/15～3/19 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

3/15	 	岸田外務大臣と会談
来 バイニマラマ首相 5/18～5/24 5/19	 	安倍総理大臣と会談

5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発
フォーラム」出席

5/22～5/23　	第7回太平洋・島サミット出席　
往 濵地外務大臣政務官 11/29～12/3 12/1	 	日・フィジー政府共催日・フィジー貿易投資セミ

ナー出席
12/1	 	コンテロ大統領と会談
12/1	 	ルベニ議会議長と会談
12/1	 	コヤ産業・貿易・観光相と会談

フィリピン 往 薗浦外務大臣政務官 5/22～5/24 5/23	 	APEC貿易担当大臣（MRT）会合出席
往 宮沢経済産業大臣 5/23～5/24 5/23	 	APEC・MRT会合出席

5/23	 	フロマン米国通商代表と会談
5/23	 	尹

ユ ン

相
サ ン

直
ジ ク

韓国産業通商資源部長官と会談
5/23	 	ムスタパ・マレーシア国際貿易・産業相と会談

来 アキノ大統領 6/2～6/5 国賓
6/3	 	衆参両院議長主催による歓迎会出席及び国会演

説実施
6/3	 	天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐
6/4	 	安倍総理大臣と会談及び共同宣言発出
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 太田国土交通大臣 8/12～8/14 8/13	 	シンソン公共事業道路相と会談

8/13	 	アバヤ運輸通信相と会談
8/13	 	中尾アジア開発銀行総裁と会談
8/13	 	（株）海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）

とフィリピン基地転換開発公社（BCDA）との覚
書署名式出席

往 宇都外務大臣政務官 9/30～10/2 9/30	 	セギス外務次官と会談
10/1	 	日本人戦没慰霊碑に献花
10/1	 	アズクエック国防次官と会談

往 岸田外務大臣 11/15～11/17 11/16～11/17　	APEC閣僚会議出席
11/16	 	デル・ロサリオ外相と会談
11/16	 	ディオン・カナダ外相と会談
11/16	 	ドーン・タイ外相と会談

往 林経済産業大臣 11/15～11/17 11/16～11/17　	APEC閣僚会議出席
11/16	 	アピラディ・タイ商務相と会談
11/16	 	ドミンゴ貿易産業相と会談
11/16	 	ウリュカエフ・ロシア経済発展相と会談
11/16	 	フロマン米国通商代表と会談

往 安倍総理大臣 11/18～11/23 11/18～11/19　	APEC首脳会議出席
11/18	 	トルドー・カナダ首相と会談
11/19	 	オバマ米国大統領と会談
11/19	 	アキノ大統領と会談

ブルネイ 往 木原外務副大臣 10/28～10/29 10/28	 	リム・ジョクセン第二外務貿易相と会談
10/29	 	マスナ王女（外務貿易省、無任所大使）と会談
10/29	 	現地日系企業関係者と意見交換及び企業視察

ベトナム 往 太田国土交通大臣 1/3～1/4 1/3	 	ズン建設相と会談
1/4	 	ノイバイ国際空港第二ターミナル完成式典及び

ニャッタン橋等完成式典出席
1/4	 	フン国会議長と会談
1/4	 	ハイ副首相と会談

往 西川農林水産大臣 1/19～1/22 1/21	 	サン国家主席に表敬
来 ゾアン国家副主席 3/13～3/16 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

3/15	 	岸田外務大臣と会談
往 中根外務大臣政務官 5/13～5/15 5/13	 	アイ文化・スポーツ・観光省副大臣と会談

5/13	 	ハン国会対外委員長に表敬
5/14	 	ズン首相に表敬
5/14	 	クオン外務副大臣と会談

来 ニン副首相 5/20～5/23 5/21～5/22　	日経新聞社主催第21回国際交流会議	
「アジアの未来」出席

5/21	 	安倍総理大臣に表敬
来 ズン首相 7/2～7/3 7/4	 	第7回日・メコン首脳会議出席

7/4	 	安倍総理大臣と会談
7/4	 	「人材育成奨学計画」、「ホイアン市日本橋地域水

質改善計画」及び「ハイフォン市アンズオン浄水
場改善計画」に関する交換公文署名式出席

往 ミン副首相兼外相 7/29～7/31 7/30	 	安倍総理大臣に表敬
7/30	 	岸田外務大臣と会談

往 林農林水産大臣 8/11～8/14 8/11	 	サン国家主席と会談
8/11	 	ハイ副首相と会談
8/11	 	ファット農業農村開発相と会談
8/12	 	ビン計画投資相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ガン国会副議長 8/24～8/30 8/25	 	大島衆議院議長に表敬

8/26	 	山崎参議院議長に表敬
8/28～8/29　	国際女性会議「WAW!	2015」出席

来 チョン書記長 9/15～9/18 公式訪問賓客（ルア党中央組織委員長、ミン副首相兼外
相同行）
9/15	 	安倍総理大臣と会談及び共同声明発出
9/15	 	「チョーライ日越友好病院整備計画」及び「経済

社会開発計画」に関する交換公文署名式出席
9/15	 	岸田外務大臣による表敬
9/16	 	天皇陛下が御引見
9/16	 	山崎参議院議長に表敬
9/17	 	大島衆議院議長に表敬
9/18	 	神奈川県訪問（企業訪問、ベトナムフェスタ開会

式等出席）
往 中根外務大臣政務官 9/28～9/29 コイ外務次官、ロイ党中央対外委員会副委員長と会談
往 中谷防衛大臣 11/4～11/7 11/6	 	タイン国防相と会談
往 濵地外務大臣政務官 11/13 チュン外務副大臣と会談

ジャパンフェスティバル・イン・ベトナム2015開会式出席
往 山崎参議院議長 12/7～12/10 12/7	 	フン国会議長と会談

12/8	 	チョン書記長と会談
12/8	 	サン国家主席と会談
12/8	 	ズン首相と会談

マーシャル諸島 来 ロヤック大統領及び	
同令夫人

5/19～5/24 5/20	 	天皇皇后両陛下と御昼餐（夫人同伴）
5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発

フォーラム」出席
5/22～5/23　	第7回太平洋島サミット出席
5/22	 	安倍総理大臣と会談

マレーシア 来 ムヒディン副首相 3/14～3/16 3/14～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
来 ナジブ首相及び	
同令夫人

5/24～5/26 公式実務訪問賓客
5/25	 	天皇皇后両陛下が御引見（夫人同伴）
5/25	 	安倍総理大臣と会談及び共同声明発出
5/25	 	岸田外務大臣に表敬

往 城内外務副大臣 8/4～8/7 8/5	 	日・ASEAN外相会議出席（共同議長）
8/5	 	アジズ・パキスタン国家安全保障・外務担当首相

顧問と会談
8/5	 	アリ・バングラデシュ外相と会談
8/5	 	第8回日・メコン外相会議出席（議長）
8/5	 	デル・ロサリオ・フィリピン外相と会談
8/6	 	ASEAN+3外相会議出席
8/6	 	第5回東アジア首脳会議参加国外相会議出席
8/6	 	第22回ASEAN地域フォーラム閣僚会合出席

往 岸田外務大臣 8/5～8/6 8/6	 	ASEAN+3外相会議出席
8/6	 	ケリー米国務長官と会談
8/6	 	第5回東アジア首脳会議参加国外相会議出席
8/6	 	李

リ

洙
ス

墉
ヨ ン

北朝鮮外相と会談
8/6	 	尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部長官と会談
8/6	 	王

お う

毅
き

中国外交部長と会談
8/6	 	第22回ASEAN地域フォーラム閣僚会合出席

往 下村文部科学大臣 8/12～8/13 8/12	 	カイリー青年・スポーツ相と会談
8/13	 	日・ASEANスポーツ大臣非公式会合出席
8/13	 	イドリス高等教育相と会談
8/13	 	ナズリ観光・文化相と会談
8/13	 	マディウス科学技術革新相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 宮沢経済産業大臣 8/22～8/25 8/23	 	日・ASEAN経済大臣会合出席

8/23	 	ムスタパ・マレーシア国際貿易相と会談
8/23	 	ジョクセン・ブルネイ第2外務貿易相と会談
8/23	 	ASEAN＋3経済大臣会合出席
8/24	 	日・メコン経済大臣会合出席

往 中谷防衛大臣 11/2～11/4 11/3	 	カーター米国防長官と会談
11/4	 	第3回拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）

往 石井国土交通大臣 11/4～11/6 11/5	 	第13回日・ASEAN交通大臣会合出席
11/5	 	リオ運輸相と会談
11/5	 	コー・シンガポールインフラ統括相兼運輸相と会談
11/5	 	アーコム・タイ運輸相と会談
11/5	 	ナジブ首相に表敬
11/6	 	ワヒド首相府相と会談

往 安倍総理大臣 11/20～11/23 11/20	 	ナジブ首相と会談
11/20	 	プラユット・タイ首相と会談
11/20	 	トンシン・ラオス首相と会談
11/20	 	ズン・ベトナム首相と会談
11/21	 	フン・セン・カンボジア首相と会談
11/21	 	モディ・インド首相と会談
11/21	 	第18回ASEAN+3首脳会議出席
11/21	 	リー・シンガポール首相と会談
11/22	 	ジョコ・インドネシア大統領と会談
11/22	 	第10回東アジア首脳会議（EAS）出席
11/22	 	第18回日・ASEAN首脳会談（共同議長）出席

ミクロネシア 来 モリ大統領 3/13～3/21 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	安倍総理大臣と会談

来 クリスチャン大統領 5/20～5/23 5/21	 	第7回太平洋・島サミット「気候変動・開発
フォーラム」出席

5/22～5/23　	第7回太平洋・島サミット出席
5/22	 	安倍総理大臣と会談

来 クリスチャン大統領 11/3～11/5 11/4	 	安倍総理大臣と会談
ミャンマー 来 テイン・セイン大統領 7/2～7/6 7/4	 	第7回日・メコン首脳会議出席

7/4	 	安倍総理大臣と会談
往 麻生副総理兼財務大臣 9/20～9/23 9/21	 	テイン・セイン大統領と会談

9/21	 	テー・ウー連邦連帯開発党議長代行と会談
9/21	 	チョー・チョー・マウン中央銀行総裁と会談
9/22	 	ウィン・シェイン財務相と会談
9/22	 	ミン・アウン・フライン国軍司令官と会談
9/23	 	ティラワ経済特別区開所式典出席

往 城内外務副大臣 9/21～9/23 9/21	 	テイン・セイン大統領と会談
9/21	 	カン・ゾー国家計画経済開発相と会談
9/21	 	テー・ウー連邦連帯開発党議長代行と会談
9/22	 	ミン・アウン・フライン国家司令官と会談
9/22	 	シュエ・マン下院議長と会談
9/22	 	タン・チョウ副外相と会談
9/23	 	アウン・サン・スー・チー国民民主連盟議長と会談

モルディブ 往 中根外務大臣政務官 7/25～7/27 7/26	 	マウムーン外相と会談
来 マウムーン外相 8/27～8/29 8/28～8/29　	国際女性会議「WAW!	2015」出席

8/28	 	岸田外務大臣と会談
モンゴル 来 サイハンビレグ首相 2/9～2/11 2/10	 	日・モンゴルEPA及び共同声明署名式出席

2/10	 	安倍総理大臣と会談
来 エンフボルド国家大会
議議長

2/23～2/27 2/24	 	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
来 フレルスフ副首相 3/13～3/21 3/14～3/18　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
来 エルベグドルジ大統領 5/20～5/25 5/20	 	安倍総理大臣と会談

5/21～5/22　	第21回国際交流会議「アジアの未来」出席
往 安倍総理大臣 10/22 エルベグドルジ大統領と懇談

サイハンビレグ首相と会談
エンフボルド議長と懇談
日本人慰霊碑献花

ラオス 往 中根外務大臣政務官 1/16 日・ラオス外交関係樹立60周年オープニング記念夕食会
出席
日・ラオス航空協定署名式に出席
ラオス国立大学を訪問
トンシン首相に表敬
トンルン副首相兼外相に表敬
ソムディー計画投資相に表敬
アルンケオ副外相と会談

来 トンシン首相 3/4～3/7 公式実務訪問賓客
3/4	 	岸田外務大臣の表敬
3/5	 	日・ラオス外交関係樹立60周年記念夕食会出席

（秋篠宮同妃両殿下が御臨席）
3/6	 	天皇陛下が御引見
3/6	 	安倍総理大臣と会談

来 アーサン副首相 3/13～3/17 3/13～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/16	 	中根外務大臣政務官と会談

来 トンシン首相 7/2～7/6 7/4	 	第7回日・メコン首脳会議出席
7/4	 	安倍総理大臣と会談
7/4	 	「第二次地方開発と貧困削減のための不発弾除去

の加速化計画」及び「経済社会開発計画」に関
する交換公文署名式出席

7/5	 	京都訪問
来 パーニー国民議会議長 8/27～8/30 8/27	 	山崎参議院議長と会談

8/28～8/29　	国際女性会議「WAW!	2015」出席
来 中根外務大臣政務官 10/1～10/2 10/1	 	ソムサワート副首相と会談

10/1	 	カンパオ外務副大臣と会談
10/1	 	ブンクート司法相と会談
10/1	 	ビエンチャン高校日本語クラス視察

往 濵地外務大臣政務官 11/12～11/13 11/12	 	カンパオ副大臣と会談
11/13	 	ブンポン副首相と会談

往 石井国土交通大臣 12/27～12/29 12/28	 	ビエンチャン国際空港ターミナル拡張事業起工式
出席

12/28	 	トンシン首相に表敬
12/28	 	ブンチャン公共事業運輸相と会談

（2）北米
米国 往 中山外務副大臣 1/14～1/15 政府関係者等と意見交換

往 薗浦外務大臣政務官 1/18 カリフォルニア州サンフランシスコ日系人リーダー及び
在留邦人と意見交換

往 中山外務副大臣 2/18～2/20 2/19	 	暴力的過激主義に関する閣僚級会合出席
往 宇都外務大臣政務官 3/9～3/11 3/10	 	第59回国連女性の地位委員会出席及びステート

メント実施
来 ミシェル・オバマ大統
領令夫人

3/18～3/20 3/19	 	天皇皇后両陛下とお茶
3/19	 	安倍総理大臣に表敬
3/19	 	安倍総理大臣夫人との日米共同行事に出席

資料編

278 DIPLOMATIC BLUEBOOK 2016

外交青書_05-05_要人往来.indd   278 2016/06/21   11:27:02



国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 カーター国防長官 4/7～4/9 4/8	 	安倍総理大臣に表敬

4/8	 	菅内閣官房長官に表敬
4/8	 	岸田外務大臣と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 4/16～4/17 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席
往 安倍総理大臣 4/26～5/3 4/26　	ケネディ・ライブラリー訪問、ケリー国務長官と

の夕食会
4/27　	ボストンマラソン爆破事件跡地、ハーバード大学、

マサチューセッツ工科大学、リンカーンメモリア
ル、アーリントン国立墓地、ホロコースト記念博
物館訪問

4/28　	日米首脳会談、日米共同記者会見、バイデン副大
統領・ケリー国務長官との昼食会、公式晩餐会へ
の出席

4/29　	第二次世界大戦メモリアル、連邦議会上下両院
合同会議における演説、ベイナー下院議長主催レ
セプションへの出席、上院議員との懇談、笹川平
和財団米国主催シンポジウムへの出席、全米商工
会議所との懇談、日米関係者を集めた夕食会

4/30　	米科学技術関係者との朝食会、米国経済人・テ
クノロジー業界関係者・ベンチャーキャピタリス
ト等とのラウンドテーブル、スタンフォード大学
日本人研究者・日本研究者との写真撮影及び日本
人留学生への激励・写真撮影、シリコンバレー企
業、グラッドストーン研究所訪問、ブラウン・カ
リフォルニア州知事による表敬、日米交流関係者
を招いてのカクテル・レセプション

5/1	 	シリコンバレーで活躍する日本人との朝食会、日
米交流関係者との昼食会、日米経済フォーラム、
在留邦人・日系人等との出会い、日系人部隊記念
碑献花、全米日系人博物館視察、全米日系人博
物館レセプション

5/2	 	KAKEHASHI	Project参加者との懇談、南カリ
フォルニア大学訪問

往 中山外務副大臣 4/26～4/28 4/27	 	シンクタンク（メルケル・インスティテュート）
主催グローバル・コンファレンス出席

往 岸田外務大臣 4/27～4/29 4/27	 	日米安全保障協議委員会（「2+2」閣僚会合）出席
4/27	 	ケリー長官と会談
4/27	 	核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議出席及

び演説実施
4/27	 	ザリーフ・イラン外相と会談
4/27	 	天野国際原子力機関事務局長と会談

往 中谷防衛大臣 4/26～4/30 4/27	 	日米安全保障協議委員会（「2+2」閣僚会合）出席
4/28	 	カーター国防長官と会談

往 中根外務大臣政務官 5/3～5/4 5/4	 	オショティメイン国連人口基金（UNFPA）事務
局長と会談

5/4	 	カサール国連開発計画（UNDP）副総裁と会談
往 宇都外務大臣政務官 5/23 航空機産業関連の日本企業関係者他と意見交換
往 中山外務副大臣 6/5～6/6 6/5	 	国連本部にてベッサク・デー（釈迦降誕祭）に関

するイベント出席及びスピーチ実施
6/5	 	ラトレイ国連安保理に関する政府間交渉議長と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 中根外務大臣政務官 7/6～7/11 7/6	 	クテサ国連総会議長と会談

7/6～7/8　	国連経済社会理事会ハイレベル・セグメント
及び持続可能な開発に関するハイレベル政
治フォーラム出席及びスピーチ実施

7/7	 	ワルストロム国連事務総長特別代表と会談
7/8	 	国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）サ

イドイベント「持続可能な開発に関する地域コン
サルテーションの成果とアジア太平洋におけるポ
スト2015年開発アジェンダ」出席

7/9	 	ブラント国連児童基金（UNICEF）事務局次長と
の会談

7/9	 	クラーク国連開発計画（UNDP）総裁との会談
7/9	 	ガンツォグト・モンゴル大蔵次官
7/9	 	コンデ・ギニア大統領と会談
7/9	 	サーリーフ・リベリア大統領と会談
7/10	 	カマラ・シエラレオネ外相と会談
7/10	 	国連経済社会理事会・年次閣僚級レビュー出席
7/10	 	国際エボラ出血熱復興会議出席及びスピーチ実施

往 宇都外務大臣政務官 7/25 現地日本企業関係者と意見交換
往 下村文部科学大臣 7/25～7/27 7/25	 	2015年スペシャルオリンピックス夏季世界大会

開会式（ロサンゼルス）
7/25	 	ティモシー・シュライバースペシャルオリンピッ

クス国際本部会長と会談
往 甘利内閣府特命担当大
臣（経済財政政策）

7/28～7/30 TPP閣僚級会合出席

往 中山外務副大臣 8/19～8/20 8/19	 	米国立太平洋戦争委博物館訪問
8/20	 	トヨタ自動車テキサス社サンアントニオ工場訪問

往 薗浦外務大臣政務官 9/21 ジャパンハウス（仮称）運営委員会第1回会合出席
往 安倍総理大臣 9/26～9/30 9/26～9/30　	第70回国連総会出席及び一般討論演説

実施
9/26	 	安保理改革に関するG4首脳会合出席
9/26	 	ケニヤッタ・ケニア大統領と会談
9/26	 	第3回日・アフリカ地域経済共同体（RECs）議

長国首脳会合主催
9/27	 	タミーム・カタール首長と会談
9/27	 	ローハニ・イラン大統領と会談
9/27	 	ジェンダー平等と女性のエンパワーメントに関す

るグローバル・リーダーズ会合出席
9/27	 	気候変動に関する首脳級会合出席
9/27	 	持続可能な開発アジェンダを採択する国連サミッ

ト参加及びスピーチ実施
9/27	 	バッハ国際オリンピック委員会（IOC）会長によ

る表敬
9/27	 	和食レセプション出席
9/28	 	対日投資セミナーにて挨拶
9/28	 	訪日観光セミナーにて挨拶
9/28	 	保健サイドイベント：UHCへの道筋出席
9/28	 	第2回PKOサミット出席
9/28	 	プーチン・ロシア大統領と会談
9/28	 	リュッケトフト第70回国連総会議長と会談
9/28	 	ポロシェンコ・ウクライナ大統領と会談
9/28	 	ハシナ・バングラデシュ首相と会談
9/28	 	日本・太平洋島嶼国首脳会合主催
9/29	 	北米金融関係者との対話イベント出席
9/29	 	アブドッラー2世・ヨルダン・ハシェミット王国

国王と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
9/29	 	一般討論演説実施
9/29	 	バイデン副大統領と会談

往 岸田外務大臣 9/28～10/1 9/28	 	カーター国防長官との会談及び日米地位協定の環
境補足協定の署名

9/29	 	日米韓外相会合出席
9/29	 	第9回包括的核実験禁止条約（CTBT）発効促進

会議出席（共同議長）
9/29	 	エネルギーと気候に関する主要経済国フォーラム

（MFF）第23回会合外務大臣セッション出席
9/29	 	日米印外相会合出席
9/29	 	難民への人道支援に関するG7関連会合出席
9/30	 	尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部長官と会談
9/30	 	核兵器の全面的廃絶のための国際の日に関する国

連総会会合参加
9/30	 	ビショップ・オーストラリア外防相と会談
9/30	 	「新たな開発アジェンダの下での移民及び難民に

関する協力の強化」会合出席
9/30	 	中東和平に関する拡大カルテット会合出席
9/30	 	ジュベイル・サウジアラビア外相と会談

往 甘利内閣府特命担当大
臣（経済財政政策）

9/29～10/6 TPP閣僚級会合出席

往 菅官房長官 10/29～10/30 グアム移転事業視察
往 皇太子殿下 11/17～11/20 11/18	 	国連事務総長との御懇談

11/18	 	国連「水と災害に関する特別会合」開会式御臨席
11/18	 	日本とゆかりのある米国人との御接見
11/18	 	ハン・スンス国連事務総長特使・石井国土交通

大臣共催レセプション御臨席
11/19	 	ワールド・トイレットデー・イベント御臨席
11/20	 	国連「水と衛生に関する諮問委員会」最終会合

御臨席
往 島尻内閣府特命担当大
臣（科学技術政策）

12/3 ホルドレン米科学技術担当大統領補佐官との会談

往 中谷国防大臣 11/22～11/24 ハリス太平洋軍司令官と会談

（3）中南米
アルゼンチン 往 宇都外務大臣政務官 8/13～8/14 8/13	 	現地日系団体関係者等と会合

8/14	 	スアイン筆頭外務副大臣と会談
アンティグア・
バーブーダ

往 宇都外務大臣政務官 6/11～6/12 6/11～6/12　	東カリブ漁業大臣会合出席
6/11	 	防災分野及び水産分野での無償資金協力（2件）

署名式出席
6/11	 	ブラウン首相に表敬
6/12	 	水産分野での無償資金協力（2件、セントクリス

トファー・ネーヴィス及びドミニカ国）署名式出席
ウルグアイ 往 宇都外務大臣政務官 2/11 「ソナ・アメリカ」フリーゾーンに進出している日本企業

事務所訪問
ニン・ノボア次期外相と会談

来 バスケス大統領 11/3～11/7 実務訪問賓客
11/6	 	天皇陛下と御会見
11/6	 	安倍総理大臣と会談

来 ニン・ノボア外相 11/3～11/7 11/5	 	武藤外務副大臣と会談
エルサルバドル 往 眞子内親王殿下 12/2～12/6 12/3	 	サンチェス・セレン大統領に表敬

12/3	 	同大統領主催午餐会御臨席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 宇都外務大臣政務官 7/23～7/24 7/23	 	マルティネス外相と会談

7/24	 	第8回民主主義共同体閣僚級会合出席及びスピー
チ実施

7/24	 	ジョップ・マリ外相と会談
7/24	 	ヒンダ・ナミビア国際関係・協力副大臣と会談
7/24	 	プレブスレン・モンゴル外相と会談
7/24	 	シン・インド外務担当閣外相と会談

ガイアナ 往 宇都外務大臣政務官 1/9 ハインズ首相と会談
ベン公共事業相（外相臨時代理）と会談
ラロック・カリコム事務局長と会談

キューバ 来 カブリサス閣僚評議会
副議長

3/8～3/14 3/9	 	麻生副総理兼財務大臣と会談
3/9	 	岸田外務大臣と会談
3/10	 	皇太子殿下と御接見
3/12	 	安倍総理大臣を表敬

往 岸田外務大臣 4/30～5/3 4/30	 	グティエレス・キューバ・日本友好議員連盟会長
と懇談

5/1	 	日系人慰霊堂参拝、ハバナ歴史地区等視察
5/2	 	ロドリゲス外相と会談
5/2	 	カブリサス閣僚評議会副議長と会談
5/2	 	ラウル・カストロ国家評議会議長に表敬
5/2	 	フィデル・カストロ前国家評議会議長に表敬

来 カブリサス閣僚評議会
副議長

11/26～11/28 11/27	 	麻生副総理兼財務大臣と会談
11/27	 	岸田外務大臣と会談

グアテマラ 往 宇都外務大臣政務官 5/24～5/26 5/24	 	モラレス外相と会談
5/25	 	第2回日・中米ビジネスフォーラム出席
5/25	 	モリーナ大統領に表敬
5/25	 	デ・ラ・トーレ経済相と会談

コスタリカ 往 中山外務副大臣 8/20～8/22 8/20	 	ソリス大統領に表敬
8/21	 	第7回アジア中南米協力フォーラム外相会合出席

コロンビア 往 宇都外務大臣政務官 5/12 ロンドニーリョ外務筆頭次官と会談
ジャマイカ 往 中山外務副大臣 5/18～5/19 5/18	 	ブラウン国務相（外務・貿易担当）と会談

5/19	 	シンプソン＝ミラー首相に表敬
5/19	 	ハナ青年・文化相と会談

往 安倍総理大臣 9/30～10/1 9/30	 	歓迎式典出席
9/30	 	戦没者慰霊献花式出席
9/30	 	シンプソン＝ミラー首相と会談
9/30	 	日・ジャマイカ・パートナーシップ強化に関する

共同声明に署名
9/30	 	ボブ・マーリー博物館視察

セントルシア 往 宇都外務大臣政務官 1/7～1/8 1/8	 	バプティスト外相と会談
往 中山外務副大臣 5/20～5/22 5/20	 	バプティスト外務・国際貿易・民間航空相と会談

5/20	 	防災分野の無償資金協力（セントルシア）署名式
出席

5/20	 	ゴンザルベス・セントビンセント及びグレナディー
ン諸島外務・貿易・商業・情報技術相と会談

5/20	 	防災分野の無償資金協力（セントビンセント）署
名式出席

5/20	 	バロン・ドミニカ外務・カリコム担当相と会談
5/20	 	ブラントリー・セントクリストファー・ネーヴィ

ス外務・航空相と会談
5/20	 	カーペンス・スリナム・カリコム担当大使と会談
5/20	 	ラロック・カリコム事務局長と会談
5/21	 	モデスト＝カーウェン・グレナダ外務相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
5/22	 	カリコム外交・共同体関係理事会全体会合出席

及びスピーチ実施
5/22	 	フェルナンデス・アンティグア・バーブーダ外

務・貿易相と会談
5/22	 	ミッチェル・アンティグア・バーブーダ外務・移

民相と会談
5/22	 	マクレーン・バルバドス外務・貿易相と会談

チリ 往 宇都外務大臣政務官 8/11～8/13 8/11	 	現地日系企業関係者と会合
8/12	 	リベロス外務大臣代行（外務次官）と会談
8/12	 	現地日系団体関係者等と会合
8/12	 	議員関係者と会談

トリニダード・
トバゴ

往 宇都外務大臣政務官 1/10 西インド諸島大学・セント・オーガスティン校訪問

ドミニカ国 来 バロン外務・カリコム
担当相

10/23 岸田外務大臣と会談
黄川田外務大臣政務官と会談

ニカラグア 往 宇都外務大臣政務官 7/22～7/23 7/22	 	オルテガ大統領に表敬
7/22	 	サントス外相と会談

バハマ 往 宇都外務大臣政務官 6/10～6/11 6/10	 	デイビス副首相（外相代行）と会談
パナマ 往 宇都外務大臣政務官 1/11～1/12 1/11	 	パナマ運河拡張工事現場視察

1/12	 	サイン・マロ副大統領兼外相	と会談
1/12	 	キハーノ運河庁長官と会談
1/12	 	日本人学校訪問及び下水処理施設に関する経済

協力案件視察
往 山崎参議院議長 10/25～10/28 10/26	 	デ・レオン議会議長と会談

10/26	 	同議長主催昼食会出席
10/26	 	インカピエ外相代行（外務次官）と会談

パラグアイ 往 宇都外務大臣政務官 2/15～2/17 2/15	 	イグアス移住地訪問
2/17	 	デ・バルガス内相と会談
2/17	 	ロイサガ外相と会談
2/17	 	議員関係者と会談

ブラジル 往 薗浦外務大臣政務官 1/19～1/20 1/19	 	現地有識者とジャパンハウス（仮称）創設に向け
た意見交換

1/20	 	現地日本商工会議所メンバ―及び現地日系企業
代表と意見交換

1/20	 	開拓先没者慰霊碑に参拝、献花、記帳
往 宇都外務大臣政務官 2/12～2/14 2/12	 	ベレン日系団体・汎アマゾニア日伯協会及びアマ

ゾニア病院訪問
2/13	 	トメアス移民資料館訪問（2/12）及び移住地慰

霊碑に献花
2/13	 	アグロフォレストリー農場及び十字路アマゾニア

病院訪問
2/14	 	日・ブラジル外交関係樹立120周年記念事業サ

ンバパレード参加
2/14	 	開拓先没者慰霊碑参拝、献花、記帳
2/14	 	サンパウロ・ブラジル日本文化福祉協会及び移民

資料館訪問
来 ヴィエイラ外相 7/28～7/29 7/29	 	岸田外務大臣と会談
往 薗浦外務大臣政務官 9/22 ジャパンハウス（仮称）運営委員会第1回会合出席
往 秋篠宮同妃両殿下 10/28～11/8 10/30	 	パラナ州日本人入植100周年記念行事御臨席

11/5	 	連邦議会主催日・ブラジル外交樹立120周年記
念式典御臨席

11/6	 	ルセーフ大統領に表敬
11/6	 	ブラジル政府主催日・ブラジル外交関係樹立120

周年記念午餐会御臨席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ペルー 往 宇都外務大臣政務官 5/10～5/11 5/11	 	マルティネッティ外務副大臣と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 10/8～10/9 10/8	 	第15回日中韓財務大臣・中央銀行総裁会議出席
10/9	 	第70回世銀・IMF年次総会出席

ボリビア 来 ガルシア・リネラ	
副大統領

4/12～4/16 4/13	 	安倍総理大臣に表敬

往 宇都外務大臣政務官 8/8～8/11 8/9	 	サンタクルス日本人移住地視察及び日系団体関係
者等と会合

8/10	 	ガルシア副大統領に表敬
8/10	 	ゴンザレス上院議長と会談
8/10	 	アデラルデ外務次官と会談
8/10	 	ラパス日系団体関係者等と会合

ホンジュラス 往 宇都外務大臣政務官 2/9～2/10 2/9	 	国会機能強化協力案件署名式出席
2/9	 	日・ホンジュラス外交関係樹立80周年記念式典

出席
2/9	 	エルナンデス大統領	と会談
2/9	 	オリバ国会議長と会談
2/9	 	コラーレス外相	と会談
2/10	 	青年海外協力隊員等援助関係者と意見交換

往 眞子内親王殿下 12/6～12/10 12/6	 	エルナンデス大統領夫人との御懇談
12/7	 	日・ホンジュラス外交関係樹立80周年記念事業

御臨席
12/8	 	エルナンデス大統領に表敬
12/8	 	同大統領夫妻主催晩餐会御臨席

来 エルナンデス大統領	
及び同令夫人

7/22～7/23 実務訪問賓客
7/22	 	安倍総理大臣と会談
7/23	 	天皇皇后両陛下と御会見（夫人同伴）

メキシコ 来 バルボサ上院議長 7/9 安倍総理大臣に表敬
往 上川法務大臣 5/6～5/8 5/6	 	世界経済フォーラム歓迎レセプション出席

5/6	 	世界経済フォーラム出席
往 山崎参議院議長 10/21～10/25 10/22	 	ペニャ・ニエト大統領に表敬

10/22	 	ヒル連邦上院議長と会談
10/22	 	堀口九萬一顕彰プレート視察
10/22	 	特別セッションにおいて演説
10/22	 	サンブラーノ連邦下院議長と会談
10/23	 	日本メキシコ学院訪問
10/23	 	日墨会館訪問

往 宇都外務大臣政務官 8/23～8/26 8/24	 	日・メキシコ経済連携協定発効10周年記念セミ
ナー開会式出席

8/25	 	ビジネス環境整備委員会第8回会合出席（共同議長）

（4）欧州
EU 来 ユンカー	

欧州委員会委員長
5/28～5/30 5/29	 	第23回日・EU定期首脳協議出席及び共同プレ

ス声明発出
5/29	 	天皇皇后両陛下が御引見

来 モゲリーニEU外務・
安全保障政策上級代表

5/29～5/30 5/29	 	第23回日・EU定期首脳協議出席

来 トゥスク欧州理事会議
長及び同令夫人

5/28～5/31 5/29	 	第23回日・EU定期首脳協議出席及び共同プレ
ス声明発出

5/29	 	天皇皇后両陛下が御引見（夫人同伴）
アルバニア 来 ディトミル・ブシャティ

外相
4/5～4/8 4/6	 	岸田外務大臣と会談

アンドラ 往 薗浦外務大臣政務官 9/29～9/30 9/30	 	マテウ・サモーラ国会議長に表敬
9/30	 	カン・トレス観光商業相等の政府関係者と意見交換
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
イタリア 往 林農林水産大臣 5/4 ミラノ国際博覧会日本館イベント出席

往 林農林水産大臣 7/11～7/12 7/11	 	ミラノ国際博覧会ジャパンデー公式行事出席
7/11	 	マルティーナ農林政策相と会談
7/11	 	科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム

（STSフォーラム）出席（基調講演）
往 薗浦外務大臣政務官 8/2 ミラノ国際博覧会視察
往 下村文部科学大臣 7/31～8/1 7/31～8/1　	ミラノ国際博覧会文化大臣会合出席

8/1	 	フランチェスキーニ・イタリア文化財・文化活
動・観光相と会談

8/1	 	ファッシーノ・トリノ市長と会談
来 レンツィ首相及び	
同令夫人

8/2～8/4 公式実務訪問賓客
8/3	 	天皇皇后両陛下が御引見（夫人同伴）
8/3	 	安倍総理大臣と会談

往 甘利内閣府特命担当大
臣（経済財政担当）

10/23～10/25 10/24	 	投資家向けセミナー
10/24	 	ミラノ国際博覧会視察

往 馳文部科学大臣 12/8～12/9 12/9	 	ジャンニーニ教育・大学・研究相と会談
ウクライナ 来 クリムキン外務大臣 3/2～3/3 外務省賓客

3/2	 	安倍総理大臣に表敬
3/2	 	岸田外務大臣と会談

往 薗浦外務大臣政務官 4/27～4/28 4/28	 	ウクライナのための国際支援会議出席及びスピー
チ実施

4/28	 	クリムキン外相と会談
往 安倍総理大臣 6/5～6/6 公式賓客

6/6	 	ポロシェンコ大統領と会談
6/6	 	ウクライナに対する円借款案件の署名式
6/6	 	フロイスマン最高会議議長と会談
6/6	 	ヤツェニューク首相と会談
6/6	 	無名戦士記念碑等に献花

英国 往 岸田外務大臣 1/20～1/21 1/21	 	日英外務・防衛閣僚会合出席及び共同声明発出
1/21	 	ハモンド外相と会談（日英外相戦略対話）

往 中谷防衛大臣 1/20～1/21 1/21	 	日英外務・防衛閣僚会合出席及び共同声明発出
1/21	 	ファロン国防相と会談

来 ケンブリッジ公爵殿下
（ウィリアム王子）

2/26～3/1 2/27	 	天皇皇后両陛下と御昼餐
2/27	 	皇太子同妃両殿下と御接見
2/28～3/1　	東北地方被災地視察
2/28	 	安倍総理大臣と夕食会

来 林農林水産大臣 5/5 日本産農林水産物・食品PRセミナー出席
来 バーコウ下院議長 8/4～8/7 衆議院議長招待

8/5	 	安倍総理大臣に表敬
来 ハモンド外相 8/8 岸田外務大臣と会談（第4回日英外相戦略対話）
往 薗浦外務大臣政務官 9/6～9/7 9/7	 	ジャパン・ハウス（仮称）運営委員会第1回会合出席
往 木原外務副大臣 12/6～12/8 政府要人と会談等
往 馳文部科学大臣 12/8 モーガン教育相と会談

エストニア 往 山田外務大臣政務官 11/18～11/19 11/18	 	カリユランド外相と会談
11/18	 	オヴィール企業相と会談

オランダ 往 下村文部科学大臣 1/17～1/20 1/20	 	デッカー教育・文化・科学副相と会談
1/20	 	スヒッペルス保健・福祉・スポーツ相と会談

来 マルグリート王女殿下 3/11～3/17 3/13	 	天皇皇后両陛下とお茶（仙台）
往 中山外務副大臣 4/15～4/17 4/16～4/17　	サイバー空間に関するハーグ会議出席及

びスピーチ実施
来 ルッテ首相 11/9～11/10 11/10	 	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
キプロス 来 カスリーディス外相 7/7～7/9 外務省賓客

7/8	 	岸田外務大臣と会談
クロアチア 往 ミラノビッチ首相 6/16～6/19 実務訪問賓客

6/17	 	皇太子殿下と御接見
6/17	 	安倍総理大臣と会談

往 薗浦外務大臣政務官 7/9～7/11 クロアチア・フォーラム出席及び演説実施
スイス 往 下村文部科学大臣 1/21～1/23 ダボス会議出席

往 宇都外務大臣政務官 3/2～3/3 3/2	 	第28回国連人権理事会ハイレベル会合出席及び
ステートメント実施

3/2	 	ロイザカ・パラグアイ外相と会談
3/3	 	ジュネーブ軍縮会議出席
3/3	 	マウラー赤十字国際委員会（ICRC）総裁と会談
3/3	 	バクーシュ・チュニジア外相と会談
3/3	 	アイバーン・サウジアラビア人権委員会委員長と会談

来 ブルカルテール外相 3/14～3/15 3/14～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/14	 	岸田外務大臣と会談

スウェーデン 来 アリーン国会議長 9/6～9/10 9/8	 	安倍総理大臣に表敬
スペイン 来 グラシア外務・協力省

長官
5/11～5/12 5/12	 	中根外務大臣政務官と会談

往 薗浦外務大臣政務官 9/28～9/29 9/29	 	モレネス国防大臣と会談
9/29	 	アルバルゴンサレス国防省防衛政策担当次官と会談
9/29	 	ガルシア＝レガス商務長官と会談

スロバキア 来 ライチャーク副首相兼
外相

11/23～11/26 11/25	 	岸田外務大臣と会談
11/25	 	武藤外務副大臣と会談

往 武藤外務副大臣 11/18～11/19 11/19	 	ブルグレス国民議会議長に表敬
11/19	 	エリヤヴェツ外相に表敬
11/19	 	ゾルマン日本友好議連会長と会談
11/19	 	クレト外務次官との会談

セルビア 往 武藤外務副大臣 12/2～12/6 12/3～12/4　	第22回OSCE外相理事会出席
12/3	 	第3回「GUAM+日本」外相級会合出席
12/3	 	ギャラガー・バチカン外務長官と会談
12/4	 	ブチッチ首相に表敬
12/4	 	ダチッチ第一副首相兼外相と会談
12/4	 	マケイ・ベラルーシ外相と会談

チェコ 来 ハマーチェク下院議長 8/2～8/8 8/3	 	安倍総理大臣に表敬
8/4	 	皇太子殿下と御接見
8/6	 	広島平和記念式典出席

デンマーク 来 フレデリック皇太子同
妃両殿下

3/26～3/28 3/28	 	天皇皇后両陛下と御昼餐
3/28	 	皇太子同妃両殿下と晩餐

ドイツ 往 城内外務副大臣 2/6～2/7 2/6～2/7	第51回ミュンヘン安全保障会議出席
2/6	 	フーバー・ドイツ・バイエルン州首相府長官と会談

来 メルケル首相 3/9～3/10 公式実務訪問賓客
3/9	 	天皇陛下が御引見
3/9	 	安倍総理大臣と会談

往 岸田外務大臣 4/13～4/15 4/14～4/15　	G7外相会合出席
4/15	 	ハモンド英国外相と会談
4/15	 	ファビウス・フランス外相と会談
4/15	 	ジェンティローニ・イタリア外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 城内外務副大臣 5/12～5/16 5/12	 	日独産業協会シンポジウム出席及びスピーチ実施

5/12	 	ジングハマー・ドイツ連邦議会副議長と会談
5/13	 	ショイブレ前日独フォーラム・ドイツ側座長叙勲

式出席及びスピーチ実施
5/13	 	ベルリン日独センター30周年記念式典出席及び

スピーチ実施
5/13	 	ロート外務省国務大臣と会談
5/15	 	独日協会連合年次会合出席及びスピーチ実施

往 安倍総理大臣 6/7～6/8 6/7～6/8　	G7エルマウ・サミット出席
6/7	 	レンツィ・イタリア首相と会談
6/7	 	オランド・フランス大統領と会談
6/7	 	メルケル首相と会談
6/8	 	キャメロン英国首相と会談

来 ブフィエ参議院議長 7/1～7/4 7/2	 	安倍総理大臣に表敬
7/3	 	城内外務副大臣と会談

フィンランド 往 薗浦外務大臣政務官 9/27～9/28 9/28	 	ソイニ外相と会談
フランス 往 岸田外務大臣 1/18～1/19 1/18	 	パリ市内におけるテロ事件現場（シャルリ・エブ

ド社前）訪問及び献花
1/18	 	ファビウス外務・国際開発相と会談　

往 薗浦外務大臣政務官 1/21～1/22 1/21	 	パリ市内における一連のテロ事件現場訪問及び献花
1/22	 	パリ日本文化会館視察

来 シュヴァイツァー外務・
国際開発大臣特別代表

2/8～2/9 2/9	 	岸田外務大臣に表敬

来 ファビウス外務・国際
開発相
ル・ドリアン仏国防相

3/13～3/15 3/13	 	第2回日仏外務・防衛閣僚会合出席及び日仏防衛
装備品・技術移転協定署名

3/13	 	安倍総理大臣に表敬
3/14	 	岸田外務大臣と会談（日仏外相戦略対話）

往 中根外務大臣政務官 5/5～5/6 5/6	 	グリアOECD事務総長と会談
5/6	 	ソールハイムOECD・DAC議長と会談
5/6	 	ボコバ・ユネスコ事務局長と会談

往 中山外務副大臣 6/3～6/4 6/3～6/4　	OECD閣僚理事会出席
6/3	 	バンバン・インドネシア財務相と会談
6/4	 	オーストラリア主催WTO非公式閣僚会合出席
6/4	 	マサンエス・ポルトガル外務副大臣と会談
6/4	 	シュヴァイツァー日仏パートナーシップ仏外務・

国際開発相特別代表と会談
往 薗浦外務大臣政務官 9/7～9/8 9/8	 	中東における民族及び宗教を理由とした暴力の被

害に関する仏・ヨルダン政府主催閣僚級会議出
席及びスピーチ実施

来 ヴァルス首相 10/3～10/5 10/3	 	安倍総理大臣と夕食会
10/4	 	STSフォーラム出席及びスピーチ実施
10/5	 	安倍総理大臣と会談
10/5	 	原子力協力に関するハイレベル対話実施
10/5	 	日仏イノベーション年開会式出席及び演説実施

往 馳文部科学大臣 11/5～11/6 11/5	 	ユネスコ総会出席
11/6	 	ボコバ・ユネスコ事務局長と会談

往 武藤外務副大臣 11/16～11/18 11/16～11/18　第25回IEA閣僚理事会出席
11/17	 	ファティ・ビロルIEA事務局長と会談
11/18	 	フェケル仏外相付貿易・観光促進・在外仏人担

当長官と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 安倍総理大臣 11/29～12/1 11/29	 	パリ同時多発テロ現場にて献花

11/30	 	COP21首脳会合出席及びスピーチ実施
11/30	 	ヴァルス首相と会談
11/30	 	モディ・インド首相と会談
11/30	 	オランド大統領と会談
12/1	 	ネタニヤフ・イスラエル首相と会談

往 木原外務副大臣 12/8～12/14 COP21出席
ブルガリア 往 薗浦外務大臣政務官 8/3 クネヴァ欧州政策・機関担当副首相と会談

アンゲルコヴァ観光相と会談
トドロヴァ外務副大臣と会談

ベラルーシ 往 城内外務副大臣 5/14～5/15 5/14	 	マチュシェフスキー第一副首相と会談
5/14	 	ヴァーシチェンコ非常事態相と会談
5/14	 	ルィバコフ外務次官と会談

ベルギー 往 岸田外務大臣 1/19～1/20 1/19	 	シュタインマイヤー・ドイツ外相と会談
1/19	 	モゲリーニEU外務・安全保障政策上級代表と会談
1/20	 	GMF主催国際シンポジウム出席及びスピーチ実施
1/20	 	レンデルス副首相兼外相と会談
1/20	 	ストルテンベルグNATO事務総長と会談

来 ミシェル首相 5/11～5/14 5/11	 	天皇皇后両陛下と御接見
5/12	 	貿易・投資促進セミナー出席
5/13	 	安倍総理大臣と会談

往 馳文部科学大臣 12/9 ナブラチチ欧州委員（教育担当）と会談
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

往 薗浦外務大臣政務官 7/11 スレブレニツァ虐殺20周年追悼式典出席

ポーランド 来 コモロフスキ大統領及
び同令夫人

2/26～2/27 実務訪問賓客
2/26	 	天皇皇后両陛下と御会見（夫人同伴）
2/27	 	日・ポーランド・ワーキング・ホリデー協定署名
2/27	 	JETRO及びポーランド・外国投資庁間の相互連

携強化に関する改訂覚書の交換
2/27	 	安倍総理大臣と会談及び共同声明発出

往 城内外務副大臣 5/10～5/12 5/11	 	カツペルチク外務次官と会談
5/11	 	クリムチャク大統領府次官と会談

ポルトガル 来 パッソス・コエーリョ首相 3/26～3/28 公式実務訪問賓客
3/27	 	天皇陛下が御引見
3/27	 	安倍総理大臣と会談及びワーキング・ホリデー協

力覚書の署名
マケドニア 来 ポポスキー外相 10/27～10/29 10/27	 	岸田外務大臣と会談
マルタ 往 山田外務大臣政務官 11/19～11/20 11/19	 	日本マルタ国交50周年記念コンサート及びレセ

プション出席
11/20	 	マルタ商工会主催セミナー「Doing	Business	

with	Japan」への出席
11/20	 	ヴェッラ外相との会談
11/20	 	旧日本海軍戦没者慰霊碑への献花

ラトビア 往 薗浦外務大臣政務官 4/13～4/14 4/14	 	リンケービッチ外相と会談
往 リンケービッチ外相 10/28～10/31 10/29	 	岸田外務大臣と会談

10/29	 	山田外務大臣政務官と会談
リトアニア 往 薗浦外務大臣政務官 4/14～4/15 4/14	 	「じゃがいも袋で密かに逃れて」リトアニア語出

版記念行事出席及びスピーチ実施
4/14	 	杉原千畝記念館及びビタウタス・マグヌス大学ア

ジア研究センター視察
4/15	 	ゲルナマス外務副大臣と会談

ルクセンブルク 往 ベッテル首相 7/16～7/19 実務訪問賓客
7/17	 	安倍総理大臣と会談及び共同声明発出
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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 11/4～11/6 11/4	 	モゲリーニEU外務・安全保障政策上級代表と会談

（日・EU外相会談）
11/5～11/6　	ASEM第12回外相会合（FMM12）出席
11/5	 	第6回「V4＋日本」外相会合出席
11/5	 	アンリ大公殿下に謁見
11/5	 	シュタンマイヤー・ドイツ外相と会談
11/5	 	アセルボーン外相と会談
11/5	 	アンズ・パキスタン外務担当首相顧問と会談

往 安倍総理大臣 12/1 アンリ大公殿下に謁見
ベッテル首相と会談
ディ・バルトロメオ国民議会議長と会談

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス
アゼルバイジャ
ン

往 城内外務副大臣 1/19～1/20 1/19	 	アリエフ大統領に表敬
1/19	 	アサドフ国会議長表敬
1/19	 	シャリホフ副首相と会談
1/19	 	メメディヤロフ外相と会談
1/19	 	ムスタファエフ経済産業相と会談

来 アサドフ国会議長 4/19～4/25 4/20	 	天皇陛下が御引見
4/20	 	安倍総理大臣に表敬
4/22	 	山崎参議院議長と会談
4/22	 	大島衆議院議長と会談
4/22	 	城内副大臣と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 5/2～5/4 5/4	 	アジア開発銀行（ADB）年次総会出席
5/4	 	アリエフ大統領に表敬

アルメニア 往 城内外務副大臣 1/21～1/22 1/21	 	ハコビャン・ディアスポラ相と会談
1/21	 	草の根・人間の安全保障無償資金協力「アララト

州学校機材整備計画」プロジェクト署名式
1/22	 	サルグシャン大統領に表敬
1/22	 	ナルバンジャン外相と会談

ウズベキスタン 来 アジモフ第一副首相兼
財務大臣

1/26～1/28 1/27	 	安倍総理大臣に表敬

往 薗浦外務大臣政務官 7/12～7/14 アジモフ第一副首相兼財務相と会談
カミロフ外務相と会談
ガニエフ対外経済関係・投資・貿易相と会談

往 安倍総理大臣 10/24～10/26 10/25	 	カリモフ大統領と会談及び共同声明発出
10/25	 	ビジネスフォーラム出席
10/25	 	日本人墓地参拝

カザフスタン 往 薗浦外務大臣政務官 4/30～5/1 4/30	 	イセケシャフ投資発展大臣と会談
4/30	 	カラバリン・エネルギー省第一次官と会談
4/30	 	ムシノフ外務次官と会談
5/1	 	カザフスタン核セキュリティ強化支援事業完了式

典出席
来 アブディカリコヴァ・
グリシャラ・ナウシャ
エヴナ国務長官

8/28～8/29 8/28～8/29　	国際女性会議「WAW!	2015」出席
8/29	 	岸田外務大臣と会談

往 安倍総理大臣 10/26～10/28 10/27	 	ナザルバエフ大統領と会談及び共同声明発出
10/27	 	マシモフ首相と会談
10/27	 	ビジネスフォーラム出席
10/27	 	ナザルバエフ大学にて政策スピーチ実施
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
キルギス 往 薗浦外務大臣政務官 4/29 4/29	 	対キルギス防災・災害復興支援無償資金協力「キ

ルギスにおける災害対策・リスク評価キャパシ
ティ強化及び地域協力対話促進」計画機材供与
式典出席

4/29	 	草の根・人間の安全保障無償資金協力「医療相
談サービス・スポーツ医療センター医療環境改善
計画」署名式出席

4/29	 	アブディルダエフ外相と会談
4/29	 	ジェエンベコフ共和国議会議長と会談
4/29	 	ボロノフ非常事態相と会談
4/29	 	バアティラリエフ保健相と会談

往 安倍総理大臣 10/26 アタムバエフ大統領と会談及び共同声明発出
2つの事件（2002年アスク事件及び2010年4月事件）
犠牲者記念碑献花

ジョージア 往 薗浦外務大臣政務官 5/1～5/2 5/2	 	外交旅券所持者相互査証免除措置に係る口上書
交換式実施

タジキスタン 往 安倍総理大臣 10/24 ラフモン大統領と会談及び共同声明発出
ソモニ像に献花

トルクメニスタ
ン

来 ベルディムハメドフ	
大統領

3/13～3/14 3/13	 	天皇陛下と御会見
3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/14	 	安倍総理大臣と会談

来 ホジャムハメドフ副首相 7/16 安倍総理大臣に表敬
往 薗浦外務大臣政務官 8/4 ベルディムハメドフ大統領に表敬

メレドフ副首相兼外相及びホジャムハメドフ副首相と会談
往 安倍総理大臣 10/23～10/24 10/23	 	ベルディムハメドフ大統領と会談及び共同声明発出

10/23	 	ビジネスフォーラム出席
10/23	 	独立記念塔献花・植林式、国立総合大学名誉教

授授与式等出席
ロシア 来 ナルィシュキン	

国家院議長
5/21 安倍総理大臣に表敬

往 岸田外務大臣 9/20～9/22 9/21	 	ラブロフ外相と会談
9/22	 	貿易経済に関する日露政府間委員会第11回会合

来 ドヴォルコヴィッチ	
副首相

10/4～10/6 10/4	 	安倍総理大臣に表敬
10/4	 	STSフォーラム（科学技術の人類の未来に関す

る国際フォーラム）に出席（京都）

（6）中東と北アフリカ
アラブ首長国連
邦

往 中山外務副大臣 1/16～1/17 1/17	 	国際再生可能エネルギー機関（IRENA）第5回総
会に出席（宮沢経済産業大臣とともに共同議長）

1/17	 	アドナン・アミンIRENA事務局長と会談
アルジェリア 往 薗浦外務大臣政務官 5/16～5/18 5/17	 	ミフビ文化相と会談

5/17	 	ベレクシ外務次官と会談
イスラエル 往 中山外務副大臣 1/17～1/20 政府関係者と会談（安倍総理大臣に同行）

往 安倍総理大臣 1/18～1/20 1/18	 	経済ミッション会合及び経済セミナー出席
1/18	 	イスラエル企業展等視察
1/19	 	ホロコースト博物館視察
1/19	 	イスラエル・パレスチナ合同青年招聘参加者同窓

会出席
1/18及び1/19　	ネタニヤフ首相と会談
1/19	 	リヴリン大統領を表敬

往 中山外務副大臣 6/14～6/16 6/14	 	シャローム副首長兼内相と会談
6/14	 	ホトヴェリ副外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
イラク 往 薗浦外務大臣政務官 2/9～2/10 2/9	 	円借款「ハルサ火力発電所改修計画」に関する

交換公文署名式出席
2/10	 	円借款案件「ウンム・カスル港改修計画」完工

式出席及びスピーチ実施
2/10	 	草の根・人間の安全保障無償資金協力「バスラ

県における地雷・不発弾除去機供与計画」の贈
与契約書署名式出席

2/9	 	ズィーバリー財務相と会談
2/9	 	ジュブーリー国民議会議長と会談
2/10	 	ズベイディー運輸相と会談

3/15 ネチルヴァン・クルディスタン地域政府（KRG）首相と会談
ムスタファKRG外務庁長官と会談　

来 ジャアファリー外相 11/22～11/28 外務省賓客
11/24	 	岸田外務大臣と会談
11/24	 	武藤外務副大臣と会談

イラン 往 薗浦外務大臣政務官 9/20～9/21 9/20	 	ザリーフ外相と会談
9/20	 	ハザイ～投資経済庁長官と会談
9/20	 	アラグチ法律・国際問題担当外務次官と会談

往 岸田外務大臣 10/11～10/13 10/12	 	イラン外相と会談及び共同宣言発出
10/12	 	ザンギャネ石油相と会談
10/13	 	ローハニ大統領に表敬
10/13	 	ノウバクト副大統領と会談
10/13	 	ハーシェミ厚生相と会談
10/13	 	ネエマトザーデ商業・工業鉱山相と会談

来 サーレヒ副大統領兼	
原子力庁長官

11/1～11/5 11/5	 	安倍総理大臣に表敬

エジプト 往 安倍総理大臣 1/16～1/17 1/16	 	大エジプト博物館建設現場を視察
1/16	 	マハラブ首相と会談
1/17	 	日・エジプト経済合同委員会会合出席及びスピー

チ実施
1/17	 	エルシーシ大統領と会談
1/17	 	経済ミッションの会合出席

往 薗浦外務大臣政務官 3/14～3/15 3/14	 	エジプト経済開発会合出席及びスピーチ実施
3/14	 	円借款「新ダイルート堰群計画」に関する書簡交換
3/14	 	シュクリ外相と会談
3/14	 	アルアハワーニー国際協力相と会談
3/14	 	ファハミ投資・フリーゾーン庁長官と会談

8/5～8/6 8/5	 	エルシーシ大統領に表敬
8/5	 	マハラブ首相に表敬
8/6	 	新スエズ運河開通式典出席

来 シュクリ外相 11/24～11/26 11/26	 	安倍総理大臣に表敬
11/26	 	岸田外務大臣と会談

カタール 来 タミーム首長殿下 2/19～2/20 公式実務訪問賓客
2/20	 	日・カタール租税協定署名
2/20	 	天皇陛下と御会見・午餐
2/20	 	安倍総理大臣と会談及び共同声明発出

往 薗浦外務大臣政務官 5/20～5/21 5/20	 	ルメイヒ外務次官と会談
5/20	 	現地日系企業関係者と懇談
5/21	 	アル・サダ・エネルギー工業相と会談
5/21	 	クワーリー文化・芸術・遺跡相と会談
5/21	 	クワーリー諮問評議会副議長と会談

往 岸田外務大臣 10/14～10/15 10/14	 	タミーム首長に表敬
10/14	 	アブドッラー首相兼内相に表敬
10/14	 	アティーヤ外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
クウェート 往 中山外務副大臣 3/30～4/1 3/31	 	第3回シリア人道支援会合出席
チュニジア 往 宇都外務大臣政務官 3/3～3/5 エシード首相と会談

アブドゥーリ国務長官と会談
ジヒナウイイ大統領外交顧問と会談

往 中根外務大臣政務官 3/22～3/23 3/22	 	バルドー国立博物館訪問・献花
3/23	 	エシード首相と会談
3/23	 	バクーシュ外相と会談
3/23	 	ガルサッリ内務相と会談

トルコ 往 麻生副総理兼財務大臣 2/9～2/10 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席
来 クルトゥルムシュ副首相 3/13～3/16 3/14～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

3/16	 	麻生副総理と会談
往 下村文部科学大臣 4/28～5/2 4/30	 	ウシュク科学産業技術相と会談

4/30	 	アヴジュ国家教育相と会談
4/30	 	チェリキ文化観光相と会談

往 太田国土交通大臣 5/2～5/6 5/4	 	クルトゥルムシュ副首相と会談
5/4	 	ビルギン運輸海事通信相と会談
5/4	 	日・トルコ防災協働技術フェア視察

往 林農林水産大臣 5/7～5/8 G20農業大臣会合出席
来 チチェッキ・トルコ大
国民議会議長

6/2～6/5 6/5	 	安倍総理大臣に表敬

往 麻生副総理兼財務大臣 9/4～9/5 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席
往 薗浦外務大臣政務官 10/1～10/2 10/1	 	G20サブサハラ・アフリカ会合出席
来 エルドアン大統領及び
同令夫人

10/7～10/8 実務訪問賓客
10/8	 	天皇皇后両陛下と御会見（夫人同伴）
10/8	 	安倍総理大臣と会談

往 安倍総理大臣 11/14～11/17 11/13	 	エルドアン大統領と会談
11/14	 	ターンブル・オーストラリア首相と会談
11/14	 	バルタリマヌ日本庭園改修記念式典出席
11/14	 	JETRO主催日本・トルコ・ビジネスフォーラム

出席
11/15～11/16　	G20アンタルヤ・サミット出席首脳会

談出席
11/15	 	プーチン・ロシア大統領と会談
11/15	 	キャメロン英国首相と会談
11/15	 	ユンカー欧州委員会委員長と会談
11/16	 	メルケル・ドイツ首相と会談
11/16	 	サルマン・サウジアラビア国王と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 11/15～11/16 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席
往 山田外務大臣政務官 12/8～12/11 12/9～12/10　	女性に対する暴力終焉に向けた世界会議

出席
12/9	 	ムランボ=ヌクカUN	Women事務局長と意見交換

バーレーン 往 宇都外務大臣政務官 5/5 米海軍第五艦隊司令部及び連合海上部隊（CMF）司令部
訪問
フサーム首相府長官に表敬
ハリーファ国防軍総司令官と会談

パレスチナ自治
区

往 安倍総理大臣 1/20 アラファト廟訪問・献花
歓迎式典出席
アッバース大統領と会談

来 マーリキ外務庁長官 2/16～2/18 閣僚級招へい
2/16	 	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 中山外務副大臣 6/15～6/16 6/15	 	観光促進国際会合オープニングセッション出席及

びスピーチ実施
6/16	 	アッバース大統領と会談
6/15	 	マアーヤ観光・遺跡庁長官と会談

モロッコ 往 薗浦外務大臣政務官 8/7 ブーアイダ外務・協力相付特命相と会談
ヨルダン 往 安倍総理大臣 1/17～1/18 1/17	 	ヨルダン国立博物館視察

1/18	 	日本企業が関わる太陽光発電プロジェクト2件に
関する署名式出席

1/18	 	アブドッラー2世国王と会談
1/18	 	ヌスール首相と会談
1/18	 	アブドッラー2世国王主催日・ヨルダン経済界代

表会合出席
往 中山外務副大臣 1/20～2/5 2/4	 	アブドッラー2世国王に表敬

2/4	 	ジュデ外相と会談
来 ジュデ副首相兼外相 12/15～12/17 外務省賓客

12/16	 	岸田外務大臣と会談
12/17	 	安倍総理大臣に表敬

レバノン 往 薗浦外務大臣政務官 5/18～5/19 5/18	 	アレイジ文化相と会談
5/19	 	サラーム首相に表敬
5/19	 	ラフミエ外務次官と会談

（7）アフリカ
ウガンダ 来 ムセベニ大統領及び	

同令夫人
9/9～9/12 公式実務訪問賓客

9/10	 	天皇皇后両陛下と御会見・午餐（夫人同伴）
9/10	 	安倍総理大臣と会談及び共同声明発出
9/10	 	円借款「カンパラ立体交差建設・道路改良計画」

に関する交換公文署名式出席
エチオピア 往 宇都外務大臣政務官 1/29～1/31 1/29～1/31　	第24回AU総会出席

1/29	 	エボラ出血熱に関する関係者会合出席
1/29	 	カマラ・シエラレオネ外相と会談
1/29	 	アダム・セーシェル外相と会談
1/30	 	ベルハネ・エチオピア外務国務相と会談
1/30	 	マハマ・ガーナ大統領と会談
1/30	 	アミナ・ケニア外務・国際貿易長官と会談
1/30	 	チバンダ・コンゴ（民）外務・国際協力相と会談
1/30	 	ドラミニ・スワジランド首相と会談
1/30	 	カファンド・ブルキナファソ暫定大統領と会談
1/30	 	ラジャオナリマンピアニナ・マダガスカル大統領

と会談
1/31	 	ルング・ザンビア大統領と会談
1/31	 	グイア・チュニジア外務大臣付国務長官と会談
1/31	 	クテサ国連総会議長（ウガンダ外相）と会談

来 ベルハネ外務国務大臣 4/25～4/29 4/28	 	中根外務大臣政務官と会談
往 城内外務副大臣 7/12～7/14 7/12～7/14　	第3回開発資金国際会議出席及び演説実施

7/12	 	藩
パ ン

基
ギ

文
ム ン

国連事務総長と会談
7/13	 	ジラルダン・フランス外務・国際開発相付開発・

仏語担当長官と会談
7/14	 	ヤイ・ベナン大統領と会談
7/14	 	ハイレマリアム・首相に表敬
7/14	 	ベルハネ・外務国務相と会談
7/14	 	アタラ・マダガスカル外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 中根外務大臣政務官 8/31～9/1 8/31	 	ハイレマリアム首相に表敬

8/31	 	ボレ・レミ工業団地訪問
8/31～9/1　	アフリカ・日本・ビジネス投資フォーラム

2015出席及びスピーチ実施
9/1	 	ダワノ外務国務大臣と会談

来 デブレツィオン副首相 11/27～12/4 11/29～12/1　	ITU150周年記念シンポジウム
12/4	 	高市総務大臣と会談

往 黄川田外務大臣政務官 12/16～12/17 12/17	 	デブレツィオン副首相を表敬
12/17	 	タイエ外務省国務相と会談
12/17	 	サラム・チルドレン・ビレッジ視察

来 テドロス外相 12/16～12/18 12/16	 	国際会議「新たな開発目標におけるユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジ：強靱で持続可能な保健
システムの構築を目指して」出席

12/17	 	世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバ
ルファンド）第5次増資準備会合出席

12/18	 	岸田外務大臣と会談
ガーナ 来 アミッサー・アーサー

副大統領
3/13～3/19 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

3/14	 	安倍総理大臣に表敬
3/18	 	城内外務副大臣と会談

ザンビア 来 ウィナ副大統領 3/13～3/19 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/14	 	安倍総理大臣に表敬

ケニア 来 ケニヤッタ大統領 3/12～3/16 3/13	 	安倍総理大臣と会談
3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

来 アミナ外務・国際貿易
長官

3/12～3/16 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	岸田外務大臣と会談

来 エスロ上院議長 6/28～7/4 7/3	 	城内外務副大臣と会談
往 山田外務大臣政務官 12/15～12/18 12/15～12/18　	第10回WTO閣僚会議出席及びスピー

チ実施
12/15	 	アミナ・外務国際貿易長官と会談
12/15	 	サーリーフ・リベリア大統領に表敬
12/17	 	アイジャノバ・カザフスタン経済統合担当相と会談

往 林経済産業大臣 12/15～12/18 12/14～12/17　第10回WTO閣僚会議出席
12/15	 	アミナ外務国際貿易長官と会談
12/15	 	エリタシュ・トルコ経済相と会談
12/15	 	イエンセン・デンマーク外相と会談
12/16	 	マルムストローム欧州委員会貿易担当委員と会談

コンゴ（共） 往 黄川田外務大臣政務官 12/14～12/16 12/14～12/15　	日本の経済協力により建設された学校・
空手道場視察

12/14	 	モワイヤン高等教育相と会談
12/15	 	チバンベレラ漁業・水産相と会談
12/15	 	チステール・チカヤ石油相と会談
12/16	 	ガコソ外務協力相と会談
12/16	 	サス＝ンゲソ大統領表敬
12/16	 	ンヴバ国務大臣兼産業開発・民間部門促進相と

会談
ザンビア 往 黄川田外務大臣政務官 12/8～12/9 12/9	 	ルング大統領を表敬

12/9	 	カラバ外相と会談
12/9	 	ルビンダ農業相と会談
12/9	 	シリヤ・エネルギー・水開発相と会談

ジブチ 往 中谷防衛大臣 1/17～1/18 1/18	 	ハッサン国防相と会談
往 宇都外務大臣政務官 5/3 ゲレ大統領に表敬

ユスフ外務・国際協力相と会談
モハメッド国民議会議長と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 黄川田外務大臣政務官 12/13 ユスフ外務国際協力相と会談

シライ国際協力担当相と会談
現地自衛隊拠点視察

ジンバブエ 来 ムガベ大統領 3/13～3/16 3/14～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	安倍総理大臣と会談

往 中根外務大臣政務官 9/1～9/2 9/2	 	ムガベ大統領に表敬
9/2	 	ムンベンゲグウィ外相と会談

スワジランド 来 ムスワティ3世国王陛下
及び同妃殿下

3/11～3/19 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/14	 	安倍総理大臣と会談
3/17	 	天皇皇后両陛下とお茶（夫人同伴）

セーシェル 往 城内外務副大臣 8/2～8/3 8/3	 	ミッシェル大統領表敬
8/3	 	フォール副大統領表敬
8/3	 	モルガン外務・運輸副大臣と会談

セネガル 往 宇都外務大臣政務官 3/6 サル大統領に表敬
ンジャイ外務・在外セネガル人担当相と会談

往 濵地外務大臣政務官 11/8～11/10 11/9	 	ダカール国際フォーラム出席及びスピーチ実施
11/9	 	サル大統領に表敬
11/9	 	ンジャイ外相と会談
11/9	 	クラス・トーゴ首相と会談
11/9	 	オナ・オンド・ガボン首相と会談
11/10	 	中高等学校改修に関する経済協力案件視察

タンザニア 来 ピンダ首相 3/12～3/18 3/14～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	安倍総理大臣と会談

往 木原外務副大臣 12/14～12/16 12/15	 	マヒガ外務・東アフリカ地域・国際協力相と会談
12/15	 	円借款「ケニア-タンザニア連系送電線計画」に

関する交換公文署名式出席
12/16	 	マグフリ大統領を表敬

ナイジェリア 往 逢沢総理特使 5/29 ブハリ新大統領就任式及び昼食会出席
マハマ・ガーナ大統領と会談
コンデ・ギニア大統領と会談

ナミビア 往 中根総理特使	
（外務大臣政務官）

3/20～3/21 3/21	 	大統領就任式及び独立25周年記念式典出席
3/21	 	イヤンボ新副大統領と会談

ニジェール 来 イスフ大統領 6/18～6/21 6/19	 	安倍総理大臣と会談
6/19	 	天皇陛下と御会見

ベナン 往 城内外務副大臣 7/31～8/2 8/1	 	ベナン独立55周年記念式典出席
8/1	 	ヤイ大統領と会談
8/1	 	アカディリ外相と会談

ブルンジ 来 バゾムバンザ第一副大
統領

3/13～3/19 3/14～3/17　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/14	 	安倍総理大臣に表敬
3/19	 	菅内閣官房長官に表敬
3/19	 	城内外務副大臣と会談

ボツワナ 往 黄川田外務大臣政務官 12/10～12/12 12/10	 	ベンソン＝モイトイ外務国際協力相と会談
12/11	 	マシシ副大統領と懇談
12/11	 	マカレメレ公共政策担当相代行と会談
12/11	 	ヤトロファ圃場、太陽光発電所、及び空手道場等

に関する経済協力案件視察
マダガスカル 来 アタラ外相 6/11 城内外務副大臣と会談
マラウイ 来 チャポンダ外務・国際

協力相及び同令夫人
3/13～3/19 外務省賓客

3/14～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	岸田外務大臣と会談
3/16	 	国連創設70周年記念シンポジウム出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
南アフリカ 往 宇都外務大臣政務官 6/14～6/15 6/14～6/15　	第25回AU総会出席

6/14	 	テテ・ガーナ外相と会談
6/14	 	テドロス・エチオピア首相と会談
6/14	 	モハメッド・ジブチ首相と会談
6/14	 	マクドゥアル・ゲイ・ガンビア外相と会談
6/14	 	アミナ・ケニア外務・国際貿易長官と会談
6/14	 	バクーシュ・チュニジア外相と会談
6/14	 	カネ・ニジェール外相と会談
6/14	 	オケロ・ウガンダ外相代行と会談
6/15	 	サル・セネガル大統領と会談
6/15	 	ディビ・コートジボワール外相と会談
6/15	 	ンバ・モクイ赤道ギニア外相と会談
6/15	 	ムーサ・ファキ・チャド外相と会談
6/15	 	ガフアン・リベリア外相と会談

来 ラマポーザ副大統領 8/22～8/25 実務訪問賓客
8/24	 	安倍総理大臣に表敬

南スーダン 往 中谷防衛大臣 1/19 マニャン国防相と会談
来 イッガ副大統領 3/12～3/19 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

3/14	 	安倍総理大臣に表敬
3/16	 	中山外務副大臣と会談
3/18	 	菅内閣官房長官に表敬
3/18	 	中谷防衛大臣に表敬

往 宇都外務大臣政務官 5/4 イッガ副大統領と会談
ロイ国連南スーダン・ミッション（UNMISS）特別代表
と会談

モザンビーク 往 逢沢総理特使	
（衆議院議員）

1/14～1/17 1/15	 	大統領就任式出席
1/16	 	JICAボランティア激励レセプションに出席
1/16	 	ニュシ大統領と会談
1/16	 	ゲブーザ前大統領及びムテンバ前公共事業相と

会談
1/17	 	現地日本企業関係者と意見交換

リベリア 来 サーリーフ大統領 8/26～8/29 8/27	 	安倍総理大臣と会談及び共同声明発出
8/28～8/29　	国際女性会議「WAW!	2015」出席

ルワンダ 来 ムレケジ首相 3/13～3/16 3/14～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/14	 	安倍総理大臣と会談

（8）国際機関
化学兵器禁止機
関（OPCW）

来 ウズムジュ事務局長 2/9～2/13 2/9	 	岸田外務大臣と会談

Gaviワクチンア
ライアンス

来 ホイブローテン理事長 5/26～5/27 5/26	 	城内外務副大臣に表敬

来 バークレーCEO 12/16～12/17 12/16	 	国際会議「新たな開発目標におけるユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジ：強靱で持続可能な保健
システムの構築を目指して」出席

12/17	 	世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバ
ルファンド）第5次増資準備会合出席

12/17	 	岸田外務大臣に表敬

資料編

296 DIPLOMATIC BLUEBOOK 2016

外交青書_05-05_要人往来.indd   296 2016/06/21   11:27:04



国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
経済協力開発機
構（OECD）

来 グリア事務総長 4/14～4/16 4/14	 	OECDイノベーション教育ネットワーク（仮称）
発足記念シンポジウム（於東京大学）出席

4/14	 	国際シンポジウム「コーポレートガバナンスと日
本の成長戦略に関するシンポジウム」にて講演

4/14	 	日本記者クラブに於いてOECD対日経済審査報
告書発表及び記者会見実施

4/14	 	宮沢経済産業大臣と会談
4/14	 	中山外務副大臣と会談
4/15	 	OECD・経団連共催「貿易投資セミナー」で基調

講演
4/15	 	安倍総理大臣に表敬
4/15	 	麻生副総理兼財務大臣と会談
4/15	 	下村文部科学大臣と会談
4/15	 	甘利内閣府特命担当大臣（経済財政政策）と会談
4/15	 	塩崎厚生労働大臣と会談
4/15	 	林農林水産大臣と会談
4/15	 	黒田日本銀行総裁と会談

国際移住機関
（IOM）

来 スウィング事務局長 2/24～2/27 2/26	 	中根外務大臣政務官に表敬

3/13～3/17 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	安倍総理大臣に表敬

国際エネルギー
機関（IEA）

来 ビロル・チーフエコノ
ミスト

2/16～2/17 2/16	 	安倍総理大臣に表敬
2/17	 	宮沢経済産業大臣と会談

来 ビロル事務局長 9/15～9/16 9/15	 	安倍総理大臣に表敬
9/15	 	宮沢経済産業大臣と会談
9/15	 	中山外務副大臣と会談
9/16	 	LNG産消会議2015出席　

12/20～12/21 12/21	 	林経済産業大臣と会談
12/21	 	武藤外務副大臣と会談

国際海事機関
（IMO）

来 関水事務局長 7/18～7/24 7/20～7/21　IMO世界海の日パラレルイベント2015出席

国際家族計画連
盟（IPPF）

来 メレッセ事務局長 11/14～11/22 11/19	 	黄川田外務大臣政務官に表敬
11/21	 	日本国際保健医療学界学術大会に出席

国際原子力機関
（IAEA）

来 天野事務局長 12/21～1/9 1/7	 	安倍総理大臣に表敬
1/7	 	菅内閣官房長官に表敬
1/8	 	岸田外務大臣と会談

4/13～4/15 4/13	 	菅内閣官房長官に表敬
4/14	 	城内外務副大臣と会談
4/15	 	安倍総理大臣に表敬

10/4～10/5及
び10/8～10/9

10/8	 	岸田外務大臣と会談
10/9	 	菅内閣官房長官に表敬

国際赤十字・赤
新月社連盟
（IFRC）

来 近衛会長 3/13～3/17 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	安倍総理大臣に表敬

国際電気通信連
合（ITU）

来 趙
ちょう

厚
こ う

麟
り ん

事務総局長 3/25～3/27 3/27	 	高市総務大臣と会談

11/29～12/1 11/30～12/1		情報通信の開発指標を考える国際シンポ
ジウム（WTIS-15）出席

国連 来 ワルストロム事務総長
特別代表（防災担当）

1/17～1/19 1/19	 	中根外務大臣政務官に表敬

2/9～2/11 2/9	 	安倍総理大臣に表敬
3/10～3/19 3/14～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 潘

パ ン

基
ギ

文
ム ン

事務総長及び	
同令夫人

3/13～3/17 3/14～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/14	 	天皇皇后両陛下と御懇談（夫人同伴）
3/14	 	安倍総理大臣と会談
3/15	 	岸田外務大臣と会談
3/16	 	皇太子同妃両殿下と御接見（夫人同伴）
3/16	 	国連創設70周年記念シンポジウム出席及び演説

実施
来 ワルストロム事務総長
特別代表（防災担当）

8/26～8/30 8/28～8/29　	国際女性会議「WAW!	2015」出席
8/29	 	岸田外務大臣と会談

国連アジア太平
洋経済会委員会
（ESCAP）

来 アクタール事務局長 3/11～3/18 3/13～3/17　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	安倍総理大臣に表敬

国連開発計画
（UNDP）

来 クラーク総裁 3/13～3/16 3/14～3/16　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

8/27～8/29 8/28～8/29　	国際女性会議「WAW!	2015」出席
8/29	 	岸田外務大臣と会談

11/23～11/25 11/24	 	木原外務副大臣と会談
11/25	 	安倍総理大臣に表敬（グテーレス国連難民高等

弁務官との合同表敬）
国連環境計画
（UNEP）

来 シュタイナー事務局長 10/14～10/15 10/15	 	GEA（地球環境行動会議）国際会議2015に出席
10/15	 	木原外務副大臣に表敬
10/15	 	日・UNEP政策対話に出席

国連教育科学文
化機関
（UNESCO）

来 ボコバ事務局長 8/28～8/29 8/28～8/29　	国際女性会議「WAW!	2015」出席
8/29	 	岸田外務大臣と会談

国連訓練調査研
究所（UNITAR）

来 ワイレス事務局長 3/14～3/17 3/14～3/16　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

5/17～5/21 5/19	 	岸田外務大臣と会談
国連工業開発機
関（UNIDO）

来 李
り

勇
ゆ う

事務局長 5/13 中山外務副大臣に表敬

国連児童基金
（UNICEF）

来 レーク事務局長 3/15～3/18 3/16～3/17　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

国連人口基金
（UNFPA）

来 オショティメイン	
事務局長

3/13～3/17 3/13～3/14　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/16	 	国連創設70周年記念シンポジウム出席
3/16	 	城内外務副大臣と会談

12/15～12/17 12/16	 	国際会議「新たな開発目標におけるユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジ：強靱で持続可能な保健
システムの構築を目指して」出席

12/17	 	世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバ
ルファンド）第5次増資準備会合出席

12/17	 	岸田外務大臣に表敬
国連世界食糧計
画（WFP）

来 カズン事務局長 3/13～3/15 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	岸田外務大臣と会談

国連総会 来 リュッケトフト第70回
国連総会議長

9/7～9/9 9/7	 	岸田外務大臣と会談
9/8	 	安倍総理大臣に表敬

国連テロ対策実
施タスクフォー
ス（CTITF）

来 カーン事務局長 3/15～3/20 3/16	 	宇都外務大臣政務官に表敬

国連難民高等弁
務官事務所
（UNHCR）

来 グテーレス国連難民高
等弁務官

11/25～11/26 11/25	 	安倍総理大臣に表敬
11/25	 	木原外務副大臣に表敬

国連人間居住計
画（UN-Habitat）

来 クロス事務局長 3/14～3/17 3/15～3/17　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	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

11/1～11/4 11/4	 	安倍総理大臣に表敬
11/4	 	木原外務副大臣に表敬

国連プロジェク
ト・サービス機
関（UNOPS）

来 ファレモ事務局長 3/11～3/15 3/13～3/14　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
3/15	 	安倍総理大臣に表敬

国連ボランティ
ア計画（UNV）

来 ディクタス事務局長 3/13～3/20 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

10/5 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　Women）

来 ヌクカ事務局長 8/27～8/31 8/28～8/29　	国際女性会議「WAW!	2015」出席
8/29	 	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 12/16～12/17 12/16	 	国際会議「新たな開発目標におけるユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジ：強靱で持続可能な保健
システムの構築を目指して」出席

12/17	 	世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバ
ルファンド）第5次増資準備会合出席

12/17	 	岸田外務大臣に表敬
世界銀行（WB） 来 キム総裁 3/13～3/15 3/14	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

12/16～12/17 12/16	 	国際会議「新たな開発目標におけるユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジ：強靱で持続可能な保健
システムの構築を目指して」出席

12/16	 	安倍総理大臣に表敬
12/17	 	世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバ

ルファンド）第5次増資準備会合出席
世界保健機構
（WHO）

来 チャン事務局長 12/16～12/17 12/16	 	国際会議「新たな開発目標におけるユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジ：強靱で持続可能な保健
システムの構築を目指して」出席

12/16	 	安倍総理大臣に表敬
12/17	 	世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバ

ルファンド）第5次増資準備会合出席
12/17	 	岸田外務大臣に表敬

赤十字国際委員
会（ICRC）

来 マウラー総裁 2/10～2/13 2/10	 	安倍総理大臣に表敬
2/10	 	中谷防衛大臣に表敬
2/13	 	城内外務副大臣に表敬

地球環境ファシ
リティ（GEF）

来 石井CEO 3/13～3/15 3/14～3/15　	第3回国連防災世界会議出席（仙台）

万国郵便連合
（UPU）

来 フセイン国際事務局長 1/21～1/23 1/23	 	高市総務大臣と会談
1/23	 	中根外務大臣政務官と会談

紛争下の性的暴
力担当（SRSG）
事務所

来 バングーラ事務総長特
別代表

8/27～8/30 8/28～8/29　	国際女性会議「WAW!	2015」出席

包括的核実験禁
止条約機関準備
委員会
（CTBTO）

来 ゼルボ暫定技術事務局
長

8/5～8/9 8/6	 	広島平和記念式典出席
8/7	 	岸田外務大臣に表敬
8/9	 	長崎平和祈念式典出席

緑の気候基金
（GCF）

来 チェイクロウホウ事務
局長

3/15～3/16 3/15	 	第3回国連防災世界会議出席（仙台）
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