
国際社会及び日本の主な動き

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総理大臣 2012年12月26日～　安倍晋三
外務大臣 2012年12月26日～　岸田文雄

2016年1月1日～12月31日（日付は現地時間）
日本関係 国際関係

1月
6日 北朝鮮が4回目の核実験を実施、国連安保理が緊

急会合で過去の国連安保理決議の明白な違反で
あり「国際平和への脅威」として強く非難する報
道声明を発表

8日 第2回日英外務・防衛閣僚会合（2＋2）開催（東京）
12日 トルコ・イスタンブールのブルーモスク付近の広

場で自爆テロが発生、ドイツ人観光客ら10人が死
亡、トルコ政府が実行犯をISILのメンバーと断定

14日 インドネシアの首都ジャカルタの中心部で4回の
爆発や銃撃戦を伴う爆弾テロが発生し市民4人死
亡、自爆犯を含む容疑者4人死亡、26人負傷、
東南アジアでISILが背後にいるとみられるテロが
発生したのは初

16日 IAEAがイランによる包括的共同作業計画
（JCPOA）上の主要な措置の履行を検認、米国と
EUが海外資産の凍結やイラン産原油の禁輸など
の経済制裁を停止・解除、過去の安保理決議に
よって課された条項が終了（JCPOA「履行の日」）
中国主導の国際金融機関、アジアインフラ投資銀
行（AIIB）が開業式典開催（中国・北京）
台湾総統選の結果、最大野党の民主進歩党の蔡

さ い

英
え い

文
ぶ ん

主席が初当選、民主進歩党は8年ぶりに政権
奪還

19日 国土交通省が2015年に日本を訪れた外国人旅行
者が推計1,973万7,400人に達し、消費額が3兆
4,771億円と発表

22日 ラオスの社会主義独裁政党ラオス人民革命党の
第10回党大会がブンニャン国家副主席を党最高
ポストの書記長に選出

26日 天皇皇后両陛下が国交正常化60周年に際し国賓
としてフィリピンを御訪問（～30日）

27日 マーシャル大統領選挙、ハイネ議員が新大統領に
選出

30日 米海軍が南シナ海の西沙諸島にあるトリトン島か
ら12海里以内に駆逐艦を派遣する「航行の自由」
作戦を実施

2月
1日 ジカウイルス感染症及び小頭症の集団発生につ

いて、世界保健機関（WHO）が「国際的に懸念
される公衆衛生上の緊急事態」を宣言

2日「水銀に関する水俣条約」を締結 2日 北朝鮮が事実上の長距離弾道ミサイル発射とな
る「人工衛星打ち上げ」を国際海事機関（IMO）
に通告
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日本関係 国際関係
2日 ミャンマーで2015年11月の総選挙結果に基づく

新議会が開会、下院の議長に国民民主連盟（NLD）
幹部のウィン・ミン氏を選出

4日 TPP協定署名式（ニュージーランド・オークランド）
6日 台湾南部の高雄市を震源とするマグニチュード

6.4の地震が発生し117人が死亡
7日 北朝鮮が「人工衛星」と称する事実上の長距離弾

道ミサイルを南方に発射、安保理が非公開緊急
会合を開催し、過去の安保理決議の深刻な違反
に当たるとして「強く非難」との報道声明を発表

8日 2015年の国際収支速報で旅行社のお金の出入り
を示す「旅行収支」が1兆1,217億円の黒字、暦年
の黒字は1962年以来53年ぶりと財務省が発表

9日 国連南スーダン共和国ミッション（UNMISS）へ
の自衛隊施設部隊などの派遣期間を10月31日ま
で8か月延長することを閣議決定

10日 拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解
決するための日本独自の対北朝鮮措置を決定

11日 バヌアツの議会がサルワイ氏を首相に選出
12日 岸田外務大臣がカナダを訪問（～14日） 12日 ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王とロ

シア正教会のキリル総主教が会談（キューバ・ハ
バナ）

16日 日銀のマイナス金利政策が開始
カール16世グスタフ・スウェーデン国王陛下が
訪日（～20日）

16日 米国主要メディアが中国政府が南シナ海の西沙
諸島に地対空ミサイルを配備と報道、米政府当局
者も配備を確認、ケリー米国務長官が懸念を表
明、22日、米国国防総省が中国が南シナ海の南
沙諸島に新たな施設建設を確認

22日 米国とロシアがシリアにおける敵対行為の停止に
合意し、アサド政権と反体制派に停戦入りを呼び
かける共同声明を発表

23日 国際移住機関（IOM）が地中海を渡ってギリシャ
やイタリアに到着した移民や難民が2016年に入
り10万人を超えたと発表

26日 G20財務省・中央銀行総裁会議が世界経済の安
定に向けて各国が政策を総動員するとした声明を
採択（～27日、中国・上海）
国連安保理がシリアにおける敵対行為の停止に関
する決議第2268号を採択

27日 ASEAN外相リトリートにおいて南シナ海における
中国の軍事拠点化の動きに対し「深刻な懸念」を
表明する議長声明を発表（ラオス・ビエンチャン）

3月
2日 国連安保理が北朝鮮への制裁決議（安保理決議

第2270号）を採択
3日 北朝鮮が短距離発射体6発を発射

4日 安倍総理大臣が米軍普天間飛行場の名護市辺野
古移設をめぐる和解案を受け入れる方針を表明、
県も受け入れ和解成立

8日 TPP協定及び整備法案閣議決定
ニーニスト・フィンランド大統領が訪日（～11日）

10日 北朝鮮が日本海へ向け短距離弾道ミサイルを2発
発射、日本政府が国連安保理決議違反と非難
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日本関係 国際関係
11日 東日本大震災から5年 11日 キリバスのマーマウ大統領が就任

13日 トルコのアンカラ中心部で自動車爆弾による大規
模な爆発が発生し、同国保健省によると37人が
死亡

14日 ASEAN特別首脳会合が開催（米国・サニーランズ）
国連の仲介の下、ジュネーブにおいてシリア政府
と反体制派の協議実施（～24日）

15日 ミャンマー議会が上下両議員による投票でティ
ン・チョウ氏を次期大統領に選出、約半世紀ぶり
の文民大統領が誕生、22日には、アウン・サン・
スー・チー党首が外相など4閣僚を兼務して入閣

16日 安倍総理大臣らが有識者と経済分野で意見交換
をする「国際金融経済分析会合」を初開催

18日 北朝鮮が西部の平安南道付近から弾道ミサイル1
発を発射、国連安保理が緊急会合、「強く非難し
重大な懸念を表明」との報道声明を発表

19日 岸田外務大臣がイタリア、バチカン及びフランス
を訪問（～21日）

21日 北朝鮮が短距離発射体を5発発射
22日 ベルギー・ブリュッセルで連続爆破テロ発生、

32人が死亡、約340人が負傷 （うち日本人2人
が重軽傷）、ISILがインターネット上に犯行声明

24日 コンゴ共和国の大統領選挙（20日実施）で現職
のサスヌゲソ氏が60％を得票し再選と発表

30日 安倍総理大臣が米国を訪問（核セキュリティ・サ
ミット及び日米首脳会談等）（～4月2日）

30日 ミャンマーでティン・チョウ大統領が就任し、国
民民主連盟（NLD）率いる新政権が発足、約半
世紀ぶりの文民政権

4月
1日 50か国以上の首相らが参加し開催された第4回

核セキュリティ・サミットが核テロ阻止の取り組
みを「永続的な優先課題」と位置付けるコミュニ
ケを採択して閉幕
北朝鮮が短距離地対空ミサイル3発（内2発は失
敗）を発射

2日 ベトナム国会がチュオン・タン・サン国家主席の
後任にチャン・ダイ・クアン公安相を選出、7日、
グエン・タン・ズン首相の後任にグエン・スア
ン・フック副首相を選出

5日 ポロシェンコ・ウクライナ大統領が訪日（～7日） 5日 ミャンマー下院が国政全般について助言する「国
家顧問」を新設しアウン・サン・スーチー氏を任命、
6日、アウン・サン・スーチー、国民民主連盟

（NLD）議長が国家最高顧問に就任（外相兼任）

ロイヴァス・エストニア首相が訪日（～10日）

9日 ジブチの大統領選挙（8日）で現職のゲレ大統領
が4選を果たしたと発表

10日 岸田外務大臣がG7広島外相会合を主催、G7外
相が広島市の平和記念公園を訪問し原爆死没者
慰霊碑に献花（～11日、広島）

14日 熊本県熊本地方を震源としてマグニチュード6.5
の地震が発生、16日には同7.3の地震、死者は
熊本県で49人、震災関連死と見られる人は16人

（28日時点）
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日本関係 国際関係
15日 岸田外務大臣がラヴロフ・ロシア外務大臣と会談

（東京）
15日 北朝鮮が弾道ミサイルを1発発射し、国連安保理

が「強く非難する」との報道声明を発表
22日 COP21で採択された気候変動に関する「パリ協

定」に署名（19日閣議決定）
22日 国連が気候変動に関する「パリ協定」の署名式を

開催（米国・ニューヨーク）
23日 G7農業大臣会合開催（～24日、新潟市） 23日 北朝鮮が潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）の水

中からの試験発射を実施し、24日国連安保理が
「強く非難する」との報道声明を発表

28日 北朝鮮が「ムスダン」と推定される弾道ミサイル
を2発発射

29日 岸田外務大臣が中国、タイ、ミャンマー、ラオス
及びベトナムを訪問（～5月6日）
G7情報通信大臣会合（～30日、高松市）

5月
1日 安倍総理大臣が欧州（イタリア、フランス、ベル

ギー、ドイツ及び英国）及びロシア訪問（～7日）
G7エネルギー大臣会合開催（～2日、北九州市）

3日 岸田外務大臣がアウン・サン・スー・チー・ミャ
ンマー国家最高顧問兼外相と新政権発足後初会
談（ミャンマー・ネピドー）

3日 ASEANと日中韓が財務相・中央銀行総裁会議を
開催（ドイツ・フランクフルト）

5日 英国のロンドン市長選でパキスタン系移民2世で
イスラム教徒のサディク・カーン氏が初当選、欧
州の主要な首都で初のイスラム教徒の市長が誕生

6日 北朝鮮で故金
キ ム

日
イ ル

成
ソ ン

時代の1980年以来36年ぶり
に第7回朝鮮労働党大会を開催し、金

キ ム

正
ジョン

恩
ウ ン

第1書
記が新設の党委員長に就任

9日 フィリピン大統領選の投開票が実施され南部ミン
ダナオ島ダバオの市長、ドゥテルテ氏が当選

10日 秋篠宮同妃両殿下が国交樹立150周年に際しイ
タリアを御訪問（～17日）

10日 米海軍が南シナ海の南沙諸島にあるファイアリー
クロス礁から12海里内に駆逐艦を派遣する「航
行の自由」作戦を実施政府が熊本地震を大規模災害復興法に基づく「非

常災害」に指定する政令を閣議決定
12日 ルセフ・ブラジル大統領の弾劾手続で上院議会

が裁判開始と最長180日の抵触を決定し、テメル
副大統領が大統領代行に就任

13日 オバマ米国大統領が北欧5か国首脳と会談（米
国・ワシントン）

14日 G7教育大臣会合開催（～15日、倉敷市）
15日 G7環境大臣会合（～16日、高山市）

G7科学技術大臣会合（～17日、つくば市）
19日 沖縄県うるま市の会社員が4月から行方不明と

なっていた事件につき、県警が死体遺棄の疑いで
元米海兵隊員を逮捕

19日 エジプト航空のパリ発カイロ行きA320が墜落し、
乗客、乗員、警備担当官を含む計66人の生存絶
望視

20日 持続可能な開発目標（SDGs）推進本部設置 20日 蔡
さ い

英
え い

文
ぶ ん

民主進歩党主席が台湾初の女性総統に就任
G7財務大臣・中央銀行総裁会議（～21日、仙台市） 露・ASEAN特別首脳会議が開催（ロシア・ソチ）

23日 オバマ米国大統領とチャン・ダイ・クアン・ベト
ナム国家主席が会談し、ベトナム戦争から41年
を経て「両国関係が完全に正常化した」と宣言
（ベトナム・ハノイ）
難民問題を含む人道危機への対応を討議する初
の世界人道サミット開催（～24日）（トルコ・イ
スタンブール）
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日本関係 国際関係
25日 安倍総理大臣がオバマ米国大統領と会談
26日 安倍総理大臣がG7伊勢志摩サミットを主催 

（～27日、伊勢志摩）
27日 オバマ米国大統領が現職の米国大統領として初

めて広島を訪問
31日 北朝鮮がミサイル1発を発射したが失敗したと韓

国軍合同参謀本部が明らかに
6月

1日 4月28日と5月31日の北朝鮮によるミサイル発
射の失敗を受けて、国連安保理が「強く非難す
る」との報道声明を発表

2日 OECD閣僚級会合が世界的な貧困の格差拡大を
和らげ生産性の低迷を打開するため貿易の活性
化や各国の構造改革が必要とする閣僚声明を採
択し閉幕（フランス・パリ）

5日 ペルー大統領選の決選投票が投開票、クチンス
キー元首相がケイコ・フジモリ氏を僅差で破り勝利

7日 米国大統領選の民主党候補指名争いでヒラリー・
クリントン前国務長官が勝利宣言、主要政党で初
の女性大統領候補

12日 米国フロリダ州のナイトクラブで銃乱射事件が発
生し49人が死亡

14日 中国・ASEAN特別外相会合開催（中国・雲南省）
15日 観光庁が2016年に日本を訪れた外国人旅行者が

6月5日時点で1,000万人を超えたと発表
22日 北朝鮮が弾道ミサイルを2発発射、国連安保理が

緊急会合を開催。また、23日、「強く非難する」
との議長声明を発表

24日 英国のEU離脱の賛否を問う国民投票で、離脱派
が勝利、残留を訴えてきたキャメロン英国首相が
辞意表明
上海協力機構（SCO）が首脳会議を開催（ウズ
ベキスタン・タシケント）

27日 岸田外務大臣がEU離脱を決めた英国のヒッチン
ズ駐日大使の表敬を受け、日本企業の活動の維
持に向けた配慮を要請

28日 EUが首脳会議を開催し、キャメロン英国首相が
国民投票の結果を説明、正式通知は新首相誕生以
降に先送り（～29日、ベルギー・ブリュッセル）
トルコ・イスタンブールのアタチュルク国際空港
で銃撃や自爆テロが発生し4,544人が死亡、230
人以上が負傷

29日 北朝鮮が最高人民会議を開催、最高指令者の金
キ ム

正
ジョン

恩
ウ ン

氏が憲法改正で新設の「国務委員会委員長」
に就任、5月の朝鮮労働党大会で新設の「党委
員長」に就いて党トップとしての地位を明確にし
たのに続き国家機構でも新たな最高職責に就任

30日 安倍総理大臣がキャメロン英国首相及びメルケ
ル・ドイツ首相と個別に電話会談し、世界経済の
成長や市場安定へ連携して取り組む方針で一致

288 289DIPLOMATIC BLUEBOOK 2017 外交青書 2017

国際社会及び日本の主な動き

国
際
社
会
及
び 

日
本
の
主
な
動
き

外交青書29_5-4_国際社会及び日本の主な動き.indd   289 2017/06/22   15:00:14



日本関係 国際関係
7月

1日 バングラデシュの首都ダッカで襲撃テロ事件が発
生し日本人7人を含む20人以上が死亡

5日 日米両政府が「軍属を含む日米地位協定上の地
位を有する米国の人員に係る日米地位協定上の
扱いの見直しに関する日米共同発表」を発出

7日 大西卓哉宇宙飛行士らを乗せたロシアのソユーズ
宇宙船が打ち上げに成功

8日 南スーダンの首都ジュバ市内で激しい銃撃戦が発
生（～11日）
米韓両政府が高高度防衛ミサイル（THAAD）を
在韓米軍に配備することを決定したと発表

9日 北朝鮮が日本海で潜水艦発射弾道ミサイル
（SLBM）1発発射

10日 オーストラリア連邦議会総選挙（2日）で与党の
保守連合（自民党、国民党）を率いるターンブル
首相が勝利

12日 フィリピン政府が開始した南シナ海をめぐる中国
との間の紛争に関する国連海洋法条約に基づく仲
裁手続において、仲裁裁判所が最終的な仲裁判
断を下し、フィリピンの主張がほぼ認められた

14日 安倍総理大臣がモンゴルを訪問（アジア・欧州会
議（ASEM）首脳会合等）（～16日）

14日 英国でメイ新内閣が発足
フランス南部ニースでフランス革命記念日を祝う
花火の見物に集まった民衆に大型トラックが突っ
込み84人が死亡

15日 トルコで軍の一部によるクーデター未遂事件が発
生し240人が死亡、2,195人が負傷

17日「ル・コルビュジエの建築作品―近代建築運動への
顕著な貢献―」（日本の「国立西洋美術館」が構成
資産の一つ）のユネスコ世界遺産登録が決定

19日 北朝鮮が3発の弾道ミサイルを日本海方向へ向け
発射、最初の2発は短距離弾道ミサイル「スカッ
ド」、最後の1発は中距離弾道ミサイル「ノドン」
と推定

24日 岸田外務大臣がラオスを訪問（ASEAN関連外相
会議等）（～27日）

27日 岸田外務大臣が米国を訪問（～29日） 27日 フィリピンのラモン・マグサイサイ賞財団がマグ
サイサイ賞を国際協力機構（JICA）の青年海外
協力隊など3団体と個人3人に授与すると発表

2015年の日本人の平均寿命が女性87.05歳、男
性80.79歳でいずれも過去最高を更新したことが
厚生労働省公表の簡易生命表で判明、女性は世
界第2位、男性は第4位

28日 岸田外務大臣が国連安保理で「アフリカにおける
平和構築」に関する公開討論を主催（米国・
ニューヨーク）

28日 韓国政府が2015年末の慰安婦問題に関する日韓
合意に基づき元慰安婦支援などに取り組む「和
解・癒やし財団」を設立

岸田外務大臣が潘
パ ン

基
ギ

文
ム ン

国連事務総長と会談（米
国・ニューヨーク）

31日 舛添要一氏の辞職に伴う東京都知事選で小池百
合子元防衛大臣が初当選

8月
3日 第3次安倍再改造内閣が発足 3日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射（初めて日本の

排他的経済水域内に落下）、国連安保理が緊急会
合を開催
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日本関係 国際関係
5日 第31回夏季オリンピック・リオデジャネイロ（ブ

ラジル）大会が開幕（21日閉幕）
7日 タイ国民投票において憲法草案を可決

10日 岸田外務大臣がフィリピンを訪問（～12日）
21日 安倍総理大臣がブラジルを訪問（オリンピック・

リオデジャネイロ大会閉会式出席）
24日 日本政府が元慰安婦支援を目的に韓国財団に拠出

する10億円について死亡者を含む元慰安婦245
人に現金を支払うことなどの支出内容を発表

24日 北朝鮮が潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）1発
を発射、国連安保理が緊急会合を開催、26日、
国連安保理が強く非難する報道声明を発表

日本（岸田外務大臣）が議長国として日中韓外相
会議を主催

イタリア中部ラツィオ州リエーティ県及びマルケ
州アスコリピチェーノ県の間を震源とするマグニ
チュード6.0の地震が発生し294人が死亡

25日 安倍総理大臣及び岸田外務大臣がシンガポール
及びケニア（TICAD VI）を訪問（～29日）

27日 第6回アフリカ開発会議（TICAD Ⅵ）を開催（～
28日ケニア・ナイロビ）

31日 ブラジルでルセ－フ大統領の罷免が決定
ミャンマーで21世紀ピンロン連邦和平会議第一
回会合を開催（～9月3日）

9月
1日 安倍総理大臣がロシア経済分野協力担当大臣を

新設し世耕経済産業大臣が兼務
2日 安倍総理大臣が東方経済フォーラムに出席（～3

日、ウラジオストク）、中国（G20杭州サミット）
及びラオス（ASEAN関連首脳会合）を訪問（～
8日）

2日 カリモフ・ウズベキスタン大統領が逝去

4日 安倍総理大臣がG20杭州サミットに出席（～5日）
5日 安倍総理大臣が習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席と会談（中
国・杭州）

5日 北朝鮮が弾道ミサイル3発を発射
G20首脳会合が世界経済の不安要因として拡大
しつつある保護主義の阻止に向けて協調すること
を柱とする首脳宣言を採択し閉幕（中国・杭州）

6日 安倍総理大臣がASEAN関連首脳会議に出席（～
8日、ラオス・ビエンチャン）
安倍総理大臣がドゥテルテ・フィリピン大統領と
会談（ラオス・ビエンチャン）
眞子内親王殿下が日本人移住80周年に際しパラ
グアイを御訪問（～14日）

7日 安倍総理大臣が朴
パ ク

槿
ク

恵
ネ

韓国大統領と会談（ラオ
ス・ビエンチャン）

8日 東アジア地域包括的経済連携（RCEP）交渉に参
加する日、ASEAN加盟国等16か国の首脳が「交
渉の迅速な妥結」を目指すとした共同声明を発表

（ラオス・ビエンチャン）
ASEANや日米中など18か国の首脳による東アジ
アサミット開催（ラオス・ビエンチャン）

9日 北朝鮮が5回目の核実験を実施、10日、国連安
保理が緊急会合を開催、過去の安保理決議の明
白な違反であり「国際平和への脅威」として強く
非難する報道声明を発表

11日 G7保健大臣会合開催（～12日、神戸市）
13日 第71回国連総会が開幕
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日本関係 国際関係
16日 英国を除くEU27か国の非公式首脳会議が移民・

テロなど緊急課題の3分野で今後半年の取組をま
とめた行程表を作成（スロバキア・ブラチスラバ）

18日 安倍総理大臣が米国・ニューヨーク（国連総会）
及びキューバを訪問（～23日）
岸田外務大臣が米国・ニューヨーク（国連総会）
を訪問（～22日）

19日 安倍総理大臣が難民及び移民に関する国連サ
ミットに出席

20日 日中経済協会、経団連、日本商工会議所による訪
中団と張

ちょう

高
こ う

麗
れ い

中国常務副総理が会談（中国・北京）
安倍総理大臣が日本・太平洋島嶼国首脳会合を
主催
安倍総理大臣が潘

パ ン

基
ギ

文
ム ン

国連事務総長と会談
安倍総理大臣がオバマ米国大統領主催難民サ
ミットに出席
岸田外務大臣がG7外相会合を主催

21日 岸田外務大臣がビショップ・オーストラリア外相
と第8回包括的核実験禁止条約（CTBT）フレン
ズ外相会合を主催
安倍総理大臣がシリア情勢に関する国連安保理
ハイレベル会合に出席
安倍総理大臣が国連総会で一般討論演説
岸田外務大臣が平和構築基金（PBF）プレッジン
グ会合に出席

22日 安倍総理大臣がラウル・カストロ・キューバ国家
評議会議長と会談（キューバ・ハバナ）

23日 日本政府が「天皇の公務の負担軽減等に関する
有識者会議」設置
G7交通大臣会合（～25日、軽井沢町）

28日 G7伊勢志摩サミット・フォローアップ会合「G7
複雑な契約の交渉支援強化（コネックス）イニシ
アティブ能力構築・透明性向上国際会合」開催

（～29日、東京）

28日 OPECが臨時総会で原油減産に合意

10月
1日 IMFが中国の人民元をIMFの国際準備資産「特別

引き出し権（SDR）」の構成通貨として正式に採用
2日 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）が開催され、安倍総理大臣が
出席

3日 大隅良典東京工業大学栄誉教授がノーベル医学
生理学賞に決定

3日 エストニア議会が大統領選出投票、EUの欧州会
計監査院の委員を務めたカリユライド氏を選出、
同国初の女性大統領

5日「アフガニスタンに関するブリュッセル会合」で、
2017－20年の4年間の国際社会の対アフガニ
スタン支援プレッジの総額が152億ドルに上った
との共同声明発表

10日 フィリップ・ベルギー国王王妃両陛下が訪日 
（～15日）

13日 国連総会が元ポルトガル首相のグテーレス前国連
難民高等弁務官を次期事務総長に任命
プミポン・タイ国王が88歳で崩御
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日本関係 国際関係
14日 安倍総理大臣がエルデネバト・モンゴル首相と会

談（東京）
15日 北朝鮮が弾道ミサイル1発の発射に失敗、17日、

国連安保理が「強く非難する」との報道声明を発表
17日 日本政府が「天皇の公務の負担軽減等に関する

有識者会議」の初会合を開催
20日 北朝鮮が弾道ミサイル1発の発射に失敗

習
しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席とドゥテルテ・フィリピン大
統領が会談（中国・北京）

21日 米海軍が南シナ海の西沙諸島周辺海域に駆逐艦
を派遣する「航行の自由」作戦を実施

24日 財務省が発表した2016年度上半期（4～9月）
の貿易統計は貿易収支が2兆4,580億円の黒字

25日 国連南スーダン共和国ミッション（UNMISS）へ
の自衛隊施設部隊などの派遣期間を2017年3月
31日まで5か月延長することを閣議決定
食料安全保障・栄養に関するG7国際シンポジウム
（～26日、東京）

26日 安倍総理大臣がドゥテルテ・フィリピン大統領と
会談（東京）

26日「世界経済フォーラム（WEF）」が2016年版「男
女格差報告」を発表、最も格差が少なかったのは
8年連続でアイスランド

27日 三笠宮殿下が薨去（100歳）
28日 安倍総理大臣からリー・シェンロン・シンガポール

首相に対して、故リー・クァン・ユー・シンガ
ポール元首相に対する桐花大綬章を伝達

28日 第66回国際捕鯨委員会（スロベニア・ポルト
ロージュ）が森下日本国政府コミッショナーを次
回第67回IWC委員会までの総会議長に選出

30日 大西卓哉宇宙飛行士らを乗せたソユーズ宇宙船
が国際宇宙ステーション（ISS）から帰還

30日 EUとカナダが関税の99％超を撤廃する自由貿易
協定（FTA）に調印

11月
1日 日銀が2％の物価上昇目標の達成時期を「2018

年ごろ」に先送り
2日 安倍総理大臣がアウン・サン・スー・チー・ミャ

ンマー国家最高顧問兼外相と会談（東京）
3日 韓国のソウル中央地方検察庁が、朴

パ ク

槿
ク

恵
ネ

大統領
の知人崔

チ ェ ス ン シ ル

順実氏の国政介入疑惑などに絡み、同
氏と韓国大統領府元高官を逮捕

8日 日本が気候変動に関する「パリ協定」を締結（8
日閣議決定）

8日 米国大統領選で、共和党候補のトランプ氏が民
主党候補のヒラリー・クリントン前国務長官を退
け勝利

10日 TPP協定承認案と関連法案が衆議院本会議で可決
11日 安倍総理大臣がモディ・インド首相と会談（東京）
14日 ガウク・独大統領訪日（～18日）
15日 国連南スーダン共和国ミッション（UNMISS）に

派遣する自衛隊施設部隊に対するいわゆる「駆け
付け警護」の任務追加を閣議決定

15日 パラオ大統領選挙により、レメンゲサウ大統領が
再選

16日 安倍総理大臣がナジブ・マレーシア首相と会談
（東京）
安倍総理大臣が米国、ペルー及びアルゼンチン
訪問（～23日）
岸田外務大臣がペルー訪問（APEC）

17日 安倍総理大臣がトランプ次期米国大統領と会談
（米国・ニューヨーク）
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日本関係 国際関係
18日 オバマ米国大統領ドイツ訪問（ドイツ、英国、フ

ランス、イタリア及びスペインとの6ヵ国首脳会
談も実施（ドイツ・ベルリン）
WHOがジカウイルス感染症及び小頭症等の集団
発生に関する緊急事態の終了を宣言

20日 安倍総理大臣がAPEC首脳会議に出席（ペルー・
リマ）
安倍総理大臣がプーチン・ロシア大統領と会談
安倍総理大臣が習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席と会談
23日 日韓両政府が秘密軍事情報保護協定に署名（韓

国・ソウル）、協定発効
岸田外務大臣が、「地方を世界へ」プロジェクト
の第1回として宮城県を訪問

25日「世界津波の日」高校生サミットin黒潮の開催
（～26日）

25日 フィデル・カストロ前キューバ国家評議会議長が
死去

28日 エネルギー憲章会議第27回会合開催（～29日、
東京）

28日 OECDが世界経済見通しを発表、2017年は世界
全体で3.3％の伸びを見込み

29日 新潟県と青森県でH5型高病原性鳥インフルエン
ザウィルスが検出

29日 タイ暫定議会が、ワチラロンコン皇太子を新国王
とする暫定政権の決定を承認
朴槿恵韓国大統領が、一連の疑惑問題について
国民向けの談話を発表し謝罪、大統領任期満了
を待たずに辞任の意向を表明

30日 OPEC総会が約8年ぶりとなる原油減産に最終合意
国連安保理が、北朝鮮による5回目の核実験及び
累次のミサイル発射を強く非難、制裁強化の決議
案（安保理決議第2321号）を全会一致で採択
（米国・ニューヨーク）
コロンビア議会が、コロンビア政府と左翼ゲリラ
のコロンビア革命軍（FARC）間の新和平合意案
を承認

12月
1日 岸田外務大臣がロシア訪問（～4日）、プーチン

大統領表敬（2日、サンクトペテルブルグ）、ラ
ヴロフ外務大臣と会談（3日、モスクワ）

1日 10月に逝去したタイのプミポン国王の後継とし
て長男のワチラロンコン皇太子が新国王に即位
タイ国家立法議会議長は、ワチラロンコン皇太子
に新国王への即位を要請し、同皇太子は即位を承
認した後、10月13日付で同皇太子が新国王に即
位したことを発表

安倍総理大臣がタン・シンガポール大統領と会談
（東京）
「山・鉾・屋台行事」（18府県33件の祭りで構成）
のユネスコ無形文化遺産代表一覧表登録が決定 ガンビアで大統領選挙が実施され、アダマ・バロ

ウ氏が新大統領に選出
4日 オーストリア大統領選挙の決戦投票が行われ、難

民、移民の受入れに寛容な「緑の党」推薦のファ
ン・デア・ベレン候補が極右に起源を持つ「自由
党」のホーファー候補に勝利
イタリアで、憲法改正法案への賛否を問う国民投
票が実施され、同法案は否決。これを受け、レン
ツィ首相は辞意を表明

5日 国連安保理がシリアのアサド政権軍と反体制派な
どの戦闘が続く北部アレッポでの停戦を求める決
議案を採決、ロシアと中国が拒否権を行使し否決
キー・ニュージーランド首相が5日に辞任を表明
し、12日、イングリッシュ副首相兼財務相が新
首相に就任
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日本関係 国際関係
ウズベキスタンの大統領選（4日）で首相のミル
ジヨエフ大統領代行が当選と発表

7日 インドネシア西部スマトラ島の沿岸部でマグニ
チュード6.5の地震が発生し102人が死亡（8日
時点）

9日 TPP協定の承認案と関連法が参議院本会議で可
決、成立

9日 野党3党が提出した朴
パ ク

槿
ク

恵
ネ

大統領の弾劾訴追案
が可決し同大統領は職務停止となり黄教安首相
が権限を代行
世界反ドーピング機関（WADA）がロシアの国家
ぐるみのドーピングを指摘した調査チームの最終
報告書を公表

10日 OPECとロシアなどOPEC非加盟国が閣僚会合
を開催、15年ぶりとなる原油の協調減産を正式
決定
トルコのイスタンブール中心部のサッカー場近く
で自動車爆弾と自爆による計2回のテロが発生し
44人が死亡

11日 イタリアでレンツィ首相が辞任したことに伴い、
ジェンティローニ新政権が発足

12日 日本政府が国家戦略特区諮問会議において特区
を活用し農業分野で外国人材を受け入れることを
決定

12日 イタリアで、ジェンティローニ新内閣が発足

13日 国際女性会議WAW!を開催（～14日、東京）
15日 安倍総理大臣がプーチン・ロシア大統領と会談

（15日、山口県長門市、16日、東京）
15日 シリア政府が「アレッポ解放」を宣言

カジノを中心とする統合型リゾート施設（IR）整
備推進法が衆議院本会議で可決、成立

19日 国連加盟60周年記念行事（東京）に皇太子同妃
両殿下が御臨席、安倍総理大臣が出席

19日 ドイツのベルリン中心部のクリスマスマーケット
に大型トラックが突っ込み12人死亡、48人負傷

20日 米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめ
ぐり、国が沿岸部の埋立承認を取り消した翁長沖
縄県知事を相手取った訴訟で最高裁が知事の上
告を棄却し国側勝訴が確定

21日 安倍総理大臣とケネディ駐日米国大使が沖縄県に
ある米軍専用施設「北部訓練場」の過半に当た
る約4,000ヘクタールの返還を発表

22日 持続可能な開発目標（SDGs）実施指針の決定
23日 国連安保理がイスラエルによる占領地でのユダヤ

人入植活動を非難し即時停止を求める決議第
2334号案を採択（米国は棄権）

27日 安倍総理大臣及び岸田外務大臣が米国ハワイ州
を訪問（～27日）

28日 ロシア及びトルコがシリアにおける敵対行為停止
に合意（30日発効）

29日 米国大統領選に干渉するためロシア政府がサイ
バー攻撃を仕掛けた等として、オバマ米国大統領
はロシア外交官35人の国外退去処分等の制裁を
発令
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日本関係 国際関係
30日 韓国釜山の日本国総領事館前に面した歩道で地

元の市民団体が慰安婦像を設置、杉山外務事務
次官が李

イ

俊
ジュン

揆
ギ ュ

駐日韓国大使に対し抗議し撤去を
要求

31日 国連安保理がシリアにおける敵対行為の停止に関
する決議第2336号を採択
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