
要人往来

（2016年1月1日～12月31日）
〈記載対象と留意点〉
1．対象期間は2016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

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 馳文部科学大臣 5/5-5/7 5/6	 イラニ人的資源開発相と会談

5/6	 ヴァルダン科学技術・地球科学相と会談
5/6	 ソノワール青年・スポーツ担当相と会談

往 中谷防衛大臣 7/14 日・インド防衛相会談
来 モディ首相 11/10-11/12 公式実務訪問賓客

11/11	 天皇陛下が御引見
11/11	 安倍総理大臣と会談
11/11	 岸田外務大臣による表敬

インドネシア 往 濵地外務大臣政務官 3/22-3/23 第6回バリ・プロセス地域閣僚会議（人の密輸・人身
取引及び関連する国境を越える犯罪に関する地域閣僚
会議）出席
ルトノ外相に表敬
ビショップ・オーストラリア外相に表敬
パト・パプアニューギニア外相と会談
クンブアンボラ・フィジー外相と会談

往 岩城法務大臣 5/3-5/5 5/4	 ラオリー法務人権相と会談
5/4	 アリ最高裁判所長官と会談
5/4	 	「日本・インドネシア間の司法・法務分野にお

ける協力関係増進記念式典」出席
往 小田原外務大臣政務官 12/8-12/9 第9回バリ民主主義フォーラム出席

ルトノ外相と会談
エルワン・ブルネイ副外務貿易相と会談
コエーリョ東ティモール外務協力相と会談

往 石井国土交通大臣 12/27-12/30 12/29	 	ブディ運輸相、ルフット海洋担当調整相及び
リニ国営企業相と会談

12/29	 	バスキ公共事業・国民住宅相と会談、「社会資
本整備分野に関する協力覚書」署名

オーストラリア 来 ビショップ外相 2/15-2/16 2/15	 岸田外務大臣と会談
2/16	 安倍総理大臣に表敬

韓国 往 馳文部科学大臣 1/30-1/31 1/30	 第1回日中韓教育大臣会合出席
1/30	 李

イ

俊
ジュン

植
シ ク

副首相兼教育部長官と会談
1/30	 袁

え ん

貴
き

仁
じ ん

中国教育部部長と会談
往 濵地外務大臣政務官 5/6-5/8 「朝鮮通信使お祭り」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 塩崎厚生労働大臣 7/20-7/21 7/20	 	日韓高齢化・介護保険フォーラム出席及びス

ピーチ実施
来 尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

外交部長官 8/24 8/24	 安倍総理大臣に表敬
8/24	 岸田外務大臣と会談
8/24	 日中韓外相会議出席

往 麻生副総理兼財務大臣 8/27-8/28 日韓財務対話出席
往 松野文部科学大臣 8/27-8/28 8/28	 第8回日中韓文化大臣会合出席
往 松野文部科学大臣 9/22-9/23 9/22	 趙

チ ョ ユ ン ソ ン

允旋韓国文化体育観光部長官と会談
9/22	 劉

りゅう

鵬
ほ う

中国国家体育総局局長と会談
9/23	 日中韓スポーツ大臣会合出席

往 麻生副総理兼財務大臣 10/9-10/10 「J	Global-Chatham	House	Forum	2016」出席
往 塩崎厚生労働大臣 12/3-12/4 12/3	 	李

り

斌
ひ ん

中国国家衛生・計画成育委員会主任と会談
12/3	 鄭

チョン

鎭
ジ ン

燁
ヨ ブ

保健福祉部長官と会談
12/3	 	申

シ ン

英
ヨ ン

秀
ス

世界保健機関（WHO）西太平洋地域事
務局長と会談

12/4	 	第9回日中韓三国保健大臣会合出席及びスピー
チ実施

カンボジア 来 サイ・チュム上院議長 2/23-2/26 2/24	 大島衆議院議長と会談
2/24	 山崎参議院議長と会談
2/25	 安倍総理大臣に表敬

往 濵地外務大臣政務官 3/20-3/22 3/21	 フン・セン首相に表敬
3/21	 ソー・ケン副首相兼内務相に表敬
3/21	 ハオ・ナムホン副首相兼外務国際協力相に表敬
3/21	 ロン・ビサロ外務国際協力省長官と会談
3/21	 円借款1件及び無償資金協力2件の署名式出席
3/22	 カンボジア地雷除去センター（CMAC）視察

往 小田原外務大臣政務官 9/20 9/20	 フン・セン首相に表敬
9/20	 ロン・ビサロ外務国際協力省長官と会談
9/20	 サンライズ・ジャパン病院開所式出席

サモア 往 濵地外務大臣政務官 7/28-7/29 トゥイアトゥア国家元首と会談
トゥイラエパ首相と会談及び無償資金協力「太平洋気
候変動センター建設計画」に関する書簡の交換
パパリーテレ公共インフラ相と会談
「日・サモア貿易投資セミナー」出席
無償資金協力プロジェクトサイト「都市水道改善計画」
視察

シンガポール 往 森山農林水産大臣 1/9-1/10 1/9	 	日本・シンガポール外交関係樹立50周年記念
日本食普及フェスティバル　オープニング式
典出席

1/10	 ウォン国家開発相と会談
往 黄川田外務大臣政務官 3/17-3/19 3/17	 マリキ国防・外務担当上級国務相に表敬

3/18	 ReCAAP	10周年記念会合出席
来 バラクリシュナン外相 4/25-4/27 4/25	 安倍総理大臣に表敬

4/25-26　	第11回日本・シンガポール・シンポジウム
出席

4/26	 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 中谷防衛大臣 6/3-6/5 6/3	 第15回IISSアジア安全保障会議出席

6/3	 日・カナダ防衛相会談
6/3	 日・インド防衛相会談
6/3	 日・シンガポール防衛相会談
6/4	 日・イタリア防衛相会談
6/4	 日・フランス防衛相会談
6/4	 日韓防衛相会談
6/4	 日米韓防衛相会談
6/4	 日米防衛相会談
6/5	 日・ニュージーランド防衛相会談
6/5	 日英防衛相会談

往 石井国土交通大臣 7/21-7/23 7/22	 	テオ首相府担当兼外務担当兼運輸担当上級国
務相及びウォン国家開発相と会談

7/22	 シンガポール高速鉄道シンポジウム出席
7/22	 	横浜港LNGバンカリングミニセミナーin	

シンガポール出席
往 安倍総理大臣 8/25 ナザン前大統領逝去を受けた弔問
往 岸田外務大臣 8/25 ナザン前大統領逝去を受けた弔問
往 岸外務副大臣 9/1-9/2 「インド洋会議2016」出席及びスピーチ実施
来 リー首相及び同令夫人 9/26-9/29 9/27	 天皇皇后両陛下と御昼餐（夫人同伴）

9/28	 安倍総理大臣と会談
来 タン大統領及び	
同令夫人

11/28-12/6 国賓（国賓としての滞在期間は11/30-12/4）
11/30	天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐（夫人同伴）
12/1	 安倍総理大臣と会談
12/2-12/4　京都市視察

スリランカ 来 シリセーナ大統領 5/27-5/28 5/27	 G7アウトリーチ会合出席
5/28	 安倍総理大臣と会談（サマラウィーラ外相同席）

タイ 往 岸田外務大臣 5/1-5/2 5/1	 ドーン外相と会談
5/2	 プラユット首相に表敬
5/2	 ソムキット副首相に表敬
5/2	 	チュラロンコン大学にてASEAN政策スピーチ

実施
往 濵地外務大臣政務官 5/17-5/18 5/17	 バイニマラマ・フィジー首相と会談

5/17	 リー・トイッ・カンボジア上級相と会談
5/17	 	セネウィラトナ・スリランカ科学・技術・研究

国務相と会談
5/18	 トアスー・キリバス財務・経済開発相と会談
5/18	 	国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）

第72回総会閣僚級会合出席
5/18	 	日本・ESCAP共催「世界津波の日」普及啓発

イベントへの出席
往 中谷防衛大臣 6/6-6/8 6/7	 日・タイ防衛相会談

6/7	 プラユット首相に表敬
往 石井国土交通大臣 8/5-8/6 8/6	 	アーコム運輸相と会談、「新たな日タイ鉄道協

力覚書」及び「交通安全分野の覚書」署名
8/6	 バンコク都市鉄道パープルライン開業式典出席

往 世耕経済産業大臣 9/9-9/10 9/9	 プラユット首相と会談
9/9	 ピチェート科学技術相と会談

来 ポーンペット国家立法
議会議長

9/12-9/14 9/12	 大島衆議院議長と会談
9/12	 伊達参議院議長と会談
9/14	 皇太子殿下と御接見

往 小田原外務大臣政務官 10/9-10/10 10/10	 第2回アジア協力対話（ACD）首脳会合出席
来 王女チュラポン殿下 11/20-11/29 11/24	 天皇皇后両陛下と御昼餐

中国 往 麻生副総理兼財務大臣 2/26-2/27 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 岸田外務大臣 4/29-5/1 4/29	 広島大学北京研究センター視察

4/30	 李
り

克
こ っ

強
きょう

国務院総理に表敬
4/30	 楊

よ う

潔
け っ

篪
ち

国務委員と会談
4/30	 王

お う

毅
き

外交部長と会談
往 森山農林水産大臣 6/2-6/3 6/2	 ホーガンEU農業・農村振興担当委員と会談

6/2	 韓
か ん

長
ちょう

賦
ふ

農業部長と会談
6/3	 李

イ

桐
ド ン

弼
ピ ル

韓国農林畜産食品部長官と会談
6/3	 G20農業大臣会合出席

往 濵地外務大臣政務官 6/6-6/7 6/7	 	「協力によるイノベーションとグリーン発展の
推進国際シンポジウム及び日中友好環境保全
センター設立20周年式典」出席及び開幕式挨拶

6/7	 隆
りゅう

国
こ く

強
きょう

国務院発展研究中心副主任と意見交換
往 馳文部科学大臣 6/6-6/7 6/6	 東北師範大学訪問
往 丸川環境大臣 6/6-6/8 6/7	 	日中友好環境保全センター設立20周年記念式

典出席
6/7	 	張

ちょう

建
け ん

龍
りゅう

林業局長と会談：野生動植物及び生態
系保護協力に関する日中覚書の署名

6/7	 陳
ち ん

吉
き つ

寧
ね い

環境保護部長と会談
往 濵地外務大臣政務官 6/28-6/29 6/29	 	G20北京エネルギーアクセス閣僚級会合出席

及びスピーチ実施
6/30	 G20エネルギー大臣会合出席

往 塩崎厚生労働大臣 7/11-7/13 7/12～13　	第7回G20労働雇用大臣会合出席及びス
ピーチ実施

7/12	 	ペレス米国労働長官、パテル英国雇用担当副
大臣、ライダーILO事務局長、ナーレス・ドイ
ツ労働・社会相及びハニフ・インドネシア労
働相とそれぞれ個別に会談

7/13	 尹
い

蔚
い

民
み ん

人力資源・社会保障部長と会談
往 麻生副総理兼財務大臣 7/22-7/25 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席

7/23	 ルー米国財務長官と会談
7/23	 ハモンド英国財務相と会談
7/24	 モリソン・オーストラリア財務相と会談

来 王
お う

毅
き

外交部長 8/24 安倍総理大臣に表敬
岸田外務大臣と会談
日中韓外相会議出席

往 安倍総理大臣 9/4-9/6 9/4-9/5　G20杭州サミット出席
9/4	 エルシーシ・エジプト大統領と会談
9/5	 習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

国家主席と会談
9/5	 テメル・ブラジル大統領と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 9/4-9/5 9/4-9/5　G20杭州サミット出席
9/4	 ルー米国財務長官と会談

往 薗浦外務副大臣 9/23 上海日本人学校訪問、在上海総領事館の視察
現地進出日系企業関係者等との意見交換

往 世耕経済産業大臣 11/26-11/27 11/26	日中省エネルギー・環境総合フォーラム出席
11/26	 徐

じ ょ

紹
しょう

史
し

国家発展改革委員会主任と会談
中国（香港） 往 山本農林水産大臣 8/10-8/12 8/10	 ラム政務長官と会談

8/11	 香港FOOD	EXPO	2016出席
8/12	 コウ食物衛生局長官と会談

ニュージーランド 往 黄川田外務大臣政務官 2/21-2/22 2/22	 クライストチャーチ地震5周年追悼式典出席
往 濵地外務大臣政務官 7/27-7/28 7/27	 ゴールドスミス商務・消費者問題相と会談

7/27	 	ミッチェル外務・国防・貿易常任委員会委員長
と会談

7/27	 ブラウン・オークランド市長と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ネパール 往 岸外務副大臣 8/30-9/1 8/31	 バンダリ大統領に表敬

8/31	 ダハール首相に表敬
8/31	 マハト外相に表敬
8/31	 無償資金協力2件の署名式出席

パプアニューギ
ニア

来 オニール首相 5/27-5/28 5/27	 G7アウトリーチ会合出席
5/28	 安倍総理大臣と会談

パラオ 来 レメンゲサウ大統領 7/18-7/21 7/18	 天皇皇后両陛下と御昼餐
バングラデシュ 来 ハシナ首相 5/27-5/28 5/27	 G7アウトリーチ会合出席

5/28	 安倍総理大臣と会談（アリ外相同席）
往 木原外務副大臣 7/2-7/5 ハシナ首相と会談

カーン内務相と会談
アリ外相と会談

東ティモール 来 ルアク大統領及び	
同令夫人

3/13-3/16 実務訪問賓客
3/15	 天皇皇后両陛下と御会見（夫人同伴）
3/15	 安倍総理大臣と会談
3/15	 無償資金協力2件の署名式出席

往 中谷防衛大臣 6/9-6/10 6/10	 日・東ティモール防衛相会談
6/10	 アラウジョ首相に表敬
6/10	 ルアク大統領に表敬

フィリピン 往 天皇皇后両陛下 1/26-1/30 1/27	 	アキノ大統領との御会見及び同大統領主催晩
餐会に御臨席	 	
リサール記念碑、英雄墓地御供花

1/29	 	カリラヤ比島戦没者の碑御供花
往 岸田外務大臣 8/10-8/12 8/11	 ドゥテルテ大統領に表敬

8/11	 ヤサイ外相と会談
来 ドゥテルテ大統領 10/25-10/27 10/25	岸田外務大臣と会談

10/26	 	安倍総理大臣と会談及び円借款2件の署名式
出席

ブータン 来 前王妃ツェリン・ヤン
ドン陛下及び王妹デ
チェン・ヤンゾン殿下

5/18-5/25 5/19	 皇太子同妃両殿下と御接見
5/20	 天皇皇后両陛下とお茶

ブルネイ 来 リム首相府相兼	
第二外務貿易相

1/28 岸田外務大臣と会談

ベトナム 往 林経済産業大臣 3/19-3/21 3/19	 フック副首相と会談
3/19	 日越産業・貿易・エネルギー協力委員会出席

往 馳文部科学大臣 5/3-5/5 5/4	 フック首相に表敬
5/4	 ニャ教育訓練相と会談
5/4	 カイン科学技術副相と会談
5/4	 ビエン文化スポーツ観光副相と会談

往 岸田外務大臣 5/5-5/6 5/5	 フック首相に表敬
5/5	 ミン副首相兼外相と会談
5/6	 	ミン副首相兼外相と日越協力委員会第8回	

会合を開催
5/6	 クアン国家主席に表敬
5/6	 	円借款1件及び無償資金協力2件に関する書

簡の交換
来 木原外務副大臣 5/28 円借款「ホーチミン市都市鉄道建設計画（ベンタイン

-スオイティエン間（1号線）（第3期）」に関する書簡
の交換

来 フック首相 5/27-5/28 5/27	 G7アウトリーチ会合出席
5/28	 安倍総理大臣と会談

往 濵地外務大臣政務官 6/13-6/14 2016年「OECD東南アジア地域フォーラム」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
往 石井国土交通大臣 8/6-8/8 8/7	 	フォン・ホーチミン市人民委員長（市長）と

会談
8/8	 	クオン農業農村開発相と会談、「水防災及び	

水資源分野の技術協力に関する新たな覚書」署名
8/8	 ギア交通運輸相と会談

往 世耕経済産業大臣 9/8-9/9 9/9	 日越大学開学記念シンポジウム出席
来 岸外務副大臣 11/18-11/20 政府要人と会談

「ジャパン・ベトナム・フェスティバル」出席
マーシャル諸島 往 田中総理特使 1/7-1/11 1/9	 ネムラ大統領と会談

1/9	 ケディ国会議長及びアントン国会副議長と会談
1/11	 大統領就任式出席
1/11	 ロバート・ミクロネシア外相と会談
1/9-10　	「東太平洋戦没者の碑」献花、「聖恩記念碑

（台風記念碑）」訪問
マレーシア 来 ザビド副首相兼内務相 5/31-6/1 5/31	 安倍総理大臣に表敬

5/31	 麻生副総理兼財務大臣と会談
6/1	 岸田外務大臣と会談

往 石井国土交通大臣 7/21 7/21	 	リオ運輸相、ハミド陸上公共交通委員会
（SPAD）議長及びラーマン首相府相と会談

来 ナジブ首相 11/15-11/17 11/16	 	安倍総理大臣と会談	 	
無償資金協力「経済社会開発計画」の署名式
出席

ミクロネシア連邦 来 シミナ連邦議会議長 3/9-12 3/10	 濵地外務大臣政務官と会談
往 小田原外務大臣政務官
（総理特使）

9/9-9/12 9/9	 二国間会談（フィジー、サモア、バヌアツ）
9/10	 	二国間会談（ニュージーランド、パプアニュー

ギニア、カナダ）
9/11	 	太平洋諸島フォーラム（PIF）域外国対話出席、

二国間会談（ミクロネシア）
来 クリスチャン大統領 10/19 小田原外務大臣政務官による表敬

ミャンマー 来 ワナ・マウン・ルイン
外相

1/25 岸田外務大臣と会談

往 岸田外務大臣 5/2-5/3 5/3	 	アウン・サン・スー・チー国家最高顧問兼外
相と会談

5/3	 ティン・チョウ大統領に表敬
5/3	 ミン・アウン・フライン国軍司令官と会談

往 中谷防衛大臣 6/5-6/6 6/6	 日・ミャンマー防衛相会談
6/6	 	アウン・サン・スー・チー国家最高顧問兼外相

と会談に表敬
6/6	 ミン・アウン・フライン国軍司令官と会談

来 アウン・サン・スー・
チー国家最高顧問

11/1-11/5 11/2	 安倍総理大臣と会談
11/2	 「青年海外協力隊派遣取極」の署名式出席
11/3	 岸田外務大臣と会談
11/4	 天皇皇后両陛下が御引見
11/4	 	「メコン地域における官民協力・連携促進

フォーラム特別会合」出席
往 石井国土交通大臣 12/25-12/27 12/26	 	タン・ズィン・マウン運輸・通信相、ウィン・

カイン建設相及びチョウ・ウィン計画・財務相
と会談

12/26	 	防災関係3大臣（タン・ズィン・マウン運輸・
通信相、アウン・トゥ農業・畜水産・灌漑相、
ウィン・ミャッ・エー社会福祉・救済復興相）
と会談

12/27	 	ピョー・ミン・テイン・ヤンゴン地域政府首相
と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
モルディブ 往 濵地外務大臣政務官 2/7-2/8 2/8	 	在モルディブ日本国大使館開設レセプション

に出席
2/8	 マウムーン外相と会談

来 マシーハ国会議長 4/25-4/28 4/26	 世界人口開発議員会議出席
モンゴル 来 プレブスレン外相 5/29-6/1 5/30-31　	第22回国際交流会議・日経「アジアの未来」

出席
5/31	 岸田外務大臣と会談

来 エンフボルド国家大会
議議長（民主党党主）

6/1-6/3 6/1	 安倍総理大臣と共に署名式に立ち会い

往 麻生副総理兼財務大臣 6/9-6/11 ASEM財務大臣会合出席
6/10	 サイハンビレグ首相と会談
6/10	 ボロル財務相と会談
6/10	 ドンブロウスキス欧州委員会副委員長と会談

往 木原外務副大臣 6/6-6/8 6/7	 	日・モンゴル経済連携協定の発効及び第1回
合同委員会出席

6/7	 サイハンビレグ首相に表敬
往 安倍総理大臣 7/14-7/16 7/14	 エルベグドルジ大統領と会談

7/14	 エルデネバト首相と会談
7/14	 エンフボルド国家大会議議長と会談
7/15-7/16　第11回ASEM首脳会合出席
7/15	 メルケル・ドイツ首相と会談
7/15	 ハシナ・バングラデシュ首相と会談
7/15	 李

り

克
こ っ

強
きょう

中国国務院総理と会談
7/15	 	トゥスク欧州理事会議長及びユンカー欧州	

委員会委員長と会談
7/15	 フック・ベトナム首相と会談
7/15	 ヤサイ・フィリピン外相による表敬
7/16	 フン・セン・カンボジア首相と会談

来 ムンフオルギル外相 9/26-9/29 9/27	 岸田外務大臣と会談
来 エルデネバト首相 10/12-10/15 10/14	安倍総理大臣と会談

ラオス 来 トンルン副首相兼外相 2/19 岸田外務大臣と会談
往 岸田外務大臣 5/4-5/5 5/4	 サルムサイ外相と会談

5/4	 無償資金協力2件に関する書簡の交換
5/5	 トンルン首相に表敬

来 トンルン首相 5/26-5/28 実務訪問賓客（実務訪問賓客としての滞在期間は
5/27-5/28）
5/27	 G7アウトリーチ会合出席
5/28	 安倍総理大臣と会談

往 岸田外務大臣 7/24-7/26 7/24	 	アウン・サン・スー・チー・ミャンマー国家	
最高顧問兼外相と懇談

7/24	 サルムサイ外相と会談
7/25	 日・ASEAN外相会議出席
7/25	 第9回日・メコン外相会議出席
7/25	 尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部長官と会談
7/25	 	リム・ブルネイ首相府相兼第二外務貿易相と

会談
7/25	 ヤサイ・フィリピン外相と会談
7/25	 王

お う

毅
き

中国外交部長と会談
7/25	 日米豪閣僚級戦略対話（TSD）出席
7/26	 第17回ASEAN＋3外相会議出席
7/26	 	第6回東アジア首脳会議（EAS）参加国外相

会議出席
7/26	 	第23回ASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚

会合出席
7/26	 ドーン・タイ外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 世耕経済産業大臣 8/6-8/7 8/6	 日・ASEAN経済大臣会合出席

8/6	 ラモンロペス・フィリピン貿易産業相と会談
8/6	 アピラディタントラポーン・タイ商業相と会談
8/6	 タンミン・ミャンマー商業相と会談

往 安倍総理大臣 9/6-9/8 9/6	 ドゥテルテ・フィリピン大統領と会談
9/6	 トンルン首相と会談
9/7	 ASEANビジネス投資サミット出席
9/7	 ブンニャン国家主席と会談
9/7	 	アウン・サン・スー・チー・ミャンマー国家	

最高顧問と会談
9/7	 日・ASEAN首脳会議出席
9/7	 ターンブル・オーストラリア首相と会談
9/7	 ASEAN＋3首脳会議出席
9/7	 朴

パ ク

槿
ク

恵
ネ

韓国大統領と会談
9/7	 モディ・インド首相と会談
9/7	 フック・ベトナム首相と会談
9/7	 第8回日本・メコン地域諸国首脳会議出席
9/8	 EAS出席

往 稲田防衛大臣 11/16 日・ASEAN防衛担当大臣会合出席
日・ラオス防衛相会談

（2）北米
カナダ 往 岸田外務大臣 2/12-2/13 2/12	 ディオン外相と会談

来 ディオン外相 4/9-4/11 4/9	 岸田外務大臣と会談
4/10-4/11　G7広島外相会合出席

往 大島衆議院議長 5/1-5/3 5/2	 リーガン下院議長と会談
5/2	 フュレー上院議長と会談

来 トルドー首相及び	
同令夫人

5/23-5/27 公式実務訪問賓客（公式実務訪問賓客としての滞在期
間は5/23-5/25）
5/24	 天皇皇后両陛下が御引見（夫人同伴）
5/24	 安倍総理大臣と会談
5/26-5/27　G7伊勢志摩サミット出席

来 リーガン連邦議会下院
議長

8/31-9/4 9/1	 G7下院議長会議出席
9/2	 天皇陛下とお茶（皇太子殿下御陪席）

往 薗浦外務副大臣 9/15-9/17 9/16	 	国際民間航空機関（ICAO）訪問及びアリウ
ICAO理事会議長と会談

9/16	 	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次増資会合出席

9/17	 現地日系企業関係者と意見交換
米国 往 田中総理特使 1/7 えひめ丸慰霊碑献花、戦艦ミズーリ博物館訪問

往 濵地外務大臣政務官 2/23-2/25 2/23	 オショティメインUNFPA事務局長と会談
2/24	 	国連開発計画（UNDP）50周年記念閣僚会合

出席
2/24	 クラークUNDP総裁と会談
2/24	 バプティスト・セントルシア外相と会談

往 武藤外務副大臣 3/11-3/15 3/11	 ケニー国務省顧問と会談
3/11	 アンドリューズ商務副長官と会談
3/13-15　	第60回国連女性の地位委員会（CSW）出席
3/13-15　エリアソン国連副事務総長と会談
3/13-15　	ムランボ＝ヌクカUN	Women事務局と会談
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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 3/30-4/2 3/30	 天野国際原子力機関（IAEA）事務局長の表敬

3/31-4/1　核セキュリティ・サミット出席
3/31	 日米韓首脳会談
3/31	 オバマ大統領と会談
3/31	 朴

パ ク

槿
ク

恵
ネ

韓国大統領と会談
3/31	 トルドー・カナダ首相と会談
4/1	 モディ・インド首相と会談
4/1	 ナザルバエフ・カザフスタン大統領と会談
4/1	 マクリ・アルゼンチン大統領と会談
4/1	 	アブドッラー2世・ヨルダン・ハシェミット	

王国国王陛下と会談
来 ケリー国務長官 4/10-4/11 4/10-4/11　G7広島外相会合出席

4/11	 岸田外務大臣と会談
往 麻生副総理兼財務大臣 4/14-4/16 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席

IMF・世銀春総会出席
4/14	 ルー財務長官と会談
4/14	 ラガルドIMF専務理事と会談
4/15	 キム世界銀行総裁と会談

往 木原外務副大臣 4/19-4/20 4/19-4/21　国連麻薬特別総会出席
4/20	 	フェドートフ国連薬物・犯罪事務所事務局長

と会談
往 大島衆議院議長 4/29-5/1 4/29	 ペローシ下院民主党院内総務と会談

4/29	 ライアン下院議長と会談
往 麻生副総理兼財務大臣 4/30-5/1 「ミルケン・グローバルコンファレンス」出席
往 黄川田外務大臣政務官 5/3-5/4 5/3	 米国海軍兵学校訪問

5/4	 米・カリブ中米エネルギーサミット出席
5/4	 ホルネス・ジャマイカ首相と会談
5/4	 	ハレス・レーベンス・ニカラグア副大統領と

会談
5/4	 バドレイシン・スリナム外相と会談

来 オバマ大統領 5/25-5/27 5/25	 安倍総理大臣と会談
5/26-5/27　G7伊勢志摩サミット出席
5/27	 広島訪問

往 濱地外務大臣政務官 6/8-6/10 国連HIV／エイズ・ハイレベル会合出席及び演説実施
往 丸川環境大臣 7/16-7/21 7/16-7/18　	米国イエローストーン国立公園及びグラ

ンドティートン国立公園視察、国立公園
所長代理との意見交換

7/20	 ヒューゲート連邦緊急事態管理庁長官と会談
7/20	 マッカーシー環境保護庁長官と会談
7/20	 バーンズ原子力規制委員会委員長と会談
7/20	 モニーツ・エネルギー長官と会談

往 濱地外務大臣政務官 7/17-7/20 持続可能な開発のためのハイレベル政治フォーラム	
閣僚級会合出席及びスピーチ実施

往 黄川田外務大臣政務官 7/18 日米文化会館等訪問
往 武藤外務副大臣 7/19-7/21 7/20	「イラク支援のためのプレッジ会合」出席
往 岸田外務大臣 7/27-7/28 7/27-7/28　国連安保理公開討論出席

7/28	 潘
パ ン

基
ギ

文
ム ン

国連事務総長と会談
7/28	 アマン・マレーシア外相と会談

往 小田原外務大臣政務官 8/22-8/23 国連安全保障理事会閣僚級公開討論出席
来 ロイス連邦議会下院外
交委員長

9/1-9/4 9/1	 G7下院議長会議出席
9/2	 天皇陛下とお茶（皇太子殿下御陪席）

往 薗浦外務副大臣 9/13-9/15 9/14-9/15　	政府関係者、連邦議員及び有識者等と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 稲田防衛大臣 9/14-9/16 9/15	 戦略国際問題研究所にてスピーチ実施

9/15	 カーター国防長官と会談
往 安倍総理大臣 9/18-9/22 9/18-9/22　	第71回国連総会出席及び一般討論演説

実施
9/19	 	対日投資セミナー出席及び訪日観光セミナー

への出席
9/19	 タミーム・カタール国首長と会談
9/19	 トムソン第71回国連総会議長と会談
9/19	 ガーニ・アフガニスタン大統領との電話会談
9/19	 サントス・コロンビア大統領と会談
9/19	 難民及び移民に関する国連サミット出席
9/19	 クリントン元国務長官による表敬
9/20	 メイ英国首相と会談
9/20	 ポロシェンコ・ウクライナ大統領と会談
9/20	 シャリフ・パキスタン首相と会談
9/20	 第3回日本・太平洋島嶼国首脳会合出席
9/20	 潘

パ ン

基
ギ

文
ム ン

国連事務総長と会談
9/20	 オバマ大統領主催難民サミット出席
9/20	 HeForSheレセプション出席
9/21	 金融関係者との対話への出席
9/21	 シリア情勢に関する安保理ハイレベル会合出席
9/21	 エルドアン・トルコ大統領と会談
9/21	 バイデン副大統領による表敬
9/21	 一般討論演説実施
9/21	 ローハニ・イラン大統領と会談
9/21	 和食レセプション出席

往 岸田外務大臣 9/18-9/22 9/18	 日米韓外相会合出席
9/18	 尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部長官と会談
9/19	 ビショップ・オーストラリア外相と会談
9/19	 テドロス・エチオピア外相と会談
9/19	 ジュベイル・サウジアラビア外相と会談
9/20	 アジズ・パキスタン外務担当首相顧問と会談
9/20	 ルトノ・インドネシア外相と会談
9/20	 ジョンソン英国外務・英連邦相と会談
9/20	 G7外相会合出席
9/21	 	安保理改革に関するG4外相会合及び安保理

改革に関するフレンズ・グループ・ハイレベル
会合出席

9/21	 	第8回包括的核実験禁止条約（CTBT）フレンズ
外相会合出席

9/21	 第5回日・カリコム外相会合出席
9/21	 平和構築基金（PBF）プレッジング会合出席
9/21	 ラヴロフ・ロシア外相と会談

往 塩崎厚生労働大臣 9/18-9/23 9/19	 日米韓保健大臣会合出席及びスピーチ実施
9/19	 ソーシャル・グッド・サミット出席
9/19	 オブライエン人道問題担当国連事務次長と会談
9/20	 	シデベ国連合同エイズ計画（UNAIDS）事務

局長と会談
9/20	 	フォーサイス国連児童基金（UNICEF）事務局

次長と会談
9/21	 バーウェル保健福祉長官と会談
9/21	 	国連薬剤耐性（AMR）に関するハイレベル	

会合出席及びスピーチ実施
9/21	 	ナバロ国連持続可能な開発のための2030	

アジェンダ特別顧問と会談
9/22	 グローバルヘルス・リーダーズ会合出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 武井外務大臣政務官 9/21-9/24 米国政府関係者等と意見交換
往 麻生副総理兼財務大臣 10/7-10/8 IMF・世銀年次総会出席

10/7	 ラガルドIMF専務理事と会談
10/7	 ルー財務長官と会談
10/7	 	スリ・ムルヤニ・インドネシア財務相及びアグス

同中銀総裁と会談
10/7	 	パドアン・イタリア経済財政相、グリア

OECD事務総長及びキム世界銀行総裁とそれ
ぞれ個別に会談

往 安倍総理大臣 11/17-11/18 トランプ次期大統領と会談
来 カーター国防長官 12/6 安倍総理大臣に表敬
往 薗浦外務副大臣 12/15-12/17 政府関係者等と意見交換
往 武井外務大臣政務官 12/19-12/20 現地日本人医療関係者との意見交換

パイアス・コロンビア大学名誉教授との意見交換
国連邦人職員との懇談

往 安倍総理大臣 12/26-12/27 12/26	国立太平洋記念墓地訪問
12/26	マキキ日本人墓地訪問
12/26	えひめ丸慰霊碑訪問
12/26	飯田房太中佐記念碑訪問
12/26	 	米国防総省捕虜・行方不明者調査局（DPAA）

訪問
12/27	オバマ大統領と会談
12/27	真珠湾ビジターセンター訪問
12/27	アリゾナ記念館訪問

往 岸田外務大臣 12/26-12/27 安倍総理大臣に同行
往 稲田防衛大臣 12/26-12/27 安倍総理大臣に同行

（3）中南米
アルゼンチン 往 黄川田外務大臣政務官 5/5-5/6 5/5	 カブレラ工業生産相に表敬

5/5	 フォラドリ筆頭副外相と会談
来 ミケティ副大統領 5/11-5/13 5/11	 安倍総理大臣に表敬

5/12	 黄川田外務大臣政務官による表敬
来 マルコーラ外相 7/14-7/15 7/15	 岸田外務大臣と会談
往 安倍総理大臣 11/20-11/21 マクリ大統領と会談

エクアドル 往 武井外務大臣政務官 12/15-12/17 12/16	ロング外相と会談
12/16	ヒメネス副貿易相と会談
12/16	 	エクアドル日本友好議員グループ・メンバーと

意見交換
エルサルバトル 来 マルティネス外相 5/23 岸田外務大臣と会談
キューバ 来 ディアスカネル国家評

議会第一副議長兼閣僚
評議会第一副議長

5/31-6/4 外務省閣僚級招へい
5/31	 日キューバ経済懇話会との懇談
6/1	 日キューバ友好議員連盟主催朝食会
6/1	 	広島県視察（平和記念公園・資料館訪問、被

爆者との面談、慰霊碑参拝・献花、広島市長
表敬）

6/2	 安倍総理大臣に表敬
6/2	 麻生副総理兼財務大臣に表敬
6/2	 山崎参議院議長に表敬
6/3	 岸田外務大臣と会談
6/3	 大島衆議院議長に表敬

往 黄川田外務大臣政務官 7/20-7/21 7/20	 	カブリサス閣僚評議会副議長兼経済企画相と
会談

7/20	 マルミエルカ外国貿易・外国投資相と会談
7/21	 ロドリゲス外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 安倍総理大臣 9/22-9/23 9/22	 ラウル・カストロ国家評議会議長と会談

9/22	 フィデル・カストロ前国家評議会議長と会談
9/22	 ホセ・マルティ像献花式典出席
9/22	 	無償資金協力「主要病院における医療サービ

ス向上のための医療機材整備計画」に関する
書簡の署名及び交換

9/23	 日系人慰霊堂献花、ハバナ旧市街視察
ジャマイカ 来 ジョンソン＝スミス・	

ジャマイカ外務・貿易相
12/13-12/14 12/13-12/14	 国際女性会議WAW!出席

12/13	 岸田外務大臣と会談
パナマ 来 バレーラ大統領及び同

令夫人
4/17-4/21 4/19	 天皇皇后両陛下と御会見（夫人同伴）

4/20	 	安倍総理大臣と会談及び「パナマ首都圏都市
交通3号線整備計画」の署名式出席

往 黄川田外務大臣政務官 7/19-7/20 ロイ運河担当相兼メトロ公社総裁と会談
キハーノ運河庁長官と会談
インカピエ外務次官と会談
日本の無償資金協力で建設された水産市場及び拡張パ
ナマ運河を視察

往 世耕経済産業大臣 11/20-11/21 11/21	 デ・ラ・グアルディア経済財政相と会談
11/21	 ロイ運河担当相兼メトロ公社総裁と会談

バハマ 来 デイビス副首相 2/17 武藤外務副大臣と会談
パラグアイ 来 ロイサガ外相及び	

同令夫人
3/22-3/27 外務省賓客

3/24	 岸田外務大臣と会談
3/24	 	一般文化無償資金協力「スポーツ庁訓練セン

ター器材整備計画」に関する書簡の交換
往 黄川田外務大臣政務官 5/6-5/7 5/6	 	日本人移住80周年記念式典祭典委員会会議

出席
5/6	 ロイサガ外相に表敬
5/6	 カベージョ筆頭外務次官と会談

往 眞子内親王殿下 9/7-9/14 9/8	 カルテス大統領表敬、大統領主催夕食会御臨席
9/9	 	日本人移住80周年記念慰霊碑御献花、日本人

移住80周年記念式典御臨席
ブラジル 往 松野文部科学大臣 8/4-8/9 8/5	 	第31回オリンピック競技大会（2016/リオデ

ジャネイロ）開会式出席
8/6	 カネール・フランススポーツ相と会談

往 松野文部科学大臣 8/18-8/24 8/21	 	第31回オリンピック競技大会（2016/リオデ
ジャネイロ）閉会式出席

8/19	 ピシアーニ・スポーツ相と会談
往 安倍総理大臣 8/21-8/22 8/21	 	第31回オリンピック競技大会（2016/リオデ

ジャネイロ）閉会式出席
来 テメル大統領 10/18-10/19 10/19	 天皇陛下と御会見

10/19	安倍総理大臣と会談
往 武井外務大臣政務官 12/18 開拓先没者慰霊碑献花

日本館・移民史料館視察
ジャパン・ハウス視察

ペルー 往 山田外務大臣政務官 5/17 アジア太平洋経済協力（APEC）貿易担当相会合出席
往 世耕経済産業大臣 11/16-11/20 11/17-11/18　APEC閣僚会議出席

11/19	 日露首脳会談
往 安倍総理大臣 11/18-11/20 11/18	 クチンスキー大統領と会談

11/19-11/20　APEC首脳会議出席
11/19	 サントス・コロンビア大統領と会談
11/19	 プーチン・ロシア大統領と会談
11/20	習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席と会談
11/20	クアン・ベトナム社会主義共和国主席と会談
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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 11/17 APEC閣僚会議出席

ケリー米国務長官と会談
ディオン・カナダ外相と会談
	リム・ブルネイ首相府相兼第二外務貿易相と会談
ルナ外相と会談

メキシコ 往 武藤外務副大臣 4/11-4/14 4/11-12		マルケス・グアナファト州知事及びロペス・
レオン市長と会談

4/13	 ディアス上院議会副議長と会談

（4）欧州
EU 来 モゲリーニEU外務	

安全保障政策上級代表
4/10-4/11 G7広島外相会合

来 トゥスク欧州理事会議長
及び同令夫人

5/26-5/27 G7伊勢志摩サミット出席

来 ユンカー欧州委員会委
員長

5/26-5/27 G7伊勢志摩サミット出席

イタリア 往 岸田外務大臣 3/19-3/20 3/19	 ジェンティローニ外務・国際協力相と会談
来 ジェンティローニ	
外務・国際協力相

4/9-4/11 4/9	 岸田外務大臣と会談
4/10-4/11　G7広島外相会合出席

往 安倍総理大臣 5/1-5/2 5/2	 レンツィ首相と会談
往 麻生副総理兼財務大臣 5/5-5/6 5/6	 パドアン経済財政相と会談
往 秋篠宮同妃両殿下 5/10-5/17 5/11	 	大統領府歓迎式典御臨席、マッタレッラ大統領

表敬、日伊国交150周年祝詞の交歓、大統領
主催午餐会御臨席、コロッセオ・ライトアップ
点灯式典御臨席

5/12	 	ローマ法王表敬、日伊国交150周年記念日本
研究者等による特別会合御臨席

来 レンツィ首相 5/26-5/27 G7伊勢志摩サミット出席
往 木原外務副大臣 6/13-6/14 カズン国連世界食糧計画（WFP）事務局長と会談
来 ボルドリーニ下院議長 9/1-9/7 9/1	 G7下院議長会議出席

9/2	 天皇陛下とお茶（皇太子殿下御陪席）
ウクライナ 来 ポロシェンコ大統領	

及び同令夫人
4/5-4/7 実務訪問賓客

4/6	 安倍総理大臣と会談
4/7	 天皇皇后両陛下と御会見（夫人同伴）

往 山田外務大臣政務官 4/25-4/27 4/26	 チェルノブイリ事故後30年追悼式典出席
4/26	 ポロシェンコ大統領に表敬
4/26	 	ズーブコ副首相兼地域発展・建設・公共サー

ビス相と会談
英国 来 ハモンド外務・	

英連邦相
1/7-1/9 安倍総理大臣に表敬

第2回日英外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）出席
来 ファロン国防相 1/7-1/9 安倍総理大臣に表敬

第2回日英外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）出席
往 武藤外務副大臣 2/3-2/5 2/4	 シリア危機に関する支援会合出席	

アル・ハーリド・クウェート第一副首相兼外相と会談
ジャアファリ・イラク外相と会談
スワイア外務閣外相と会談
アヌレイ外務閣外相と会談
アッサーフ・サウジアラビア財務相と会談

来 ハモンド外務・	
英連邦相

4/9-4/11 4/9	 岸田外務大臣と会談
4/10-4/11　G7広島外相会合出席

往 安倍総理大臣 5/5-5/6 キャメロン首相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 キャメロン首相 5/25-5/27 5/25	 安倍総理大臣と会談

5/26-5/27　G7伊勢志摩サミット出席
往 塩崎厚生労働大臣 6/9 ハント保健相と会談
往 麻生副総理兼財務大臣 7/29-7/30 7/30	 日本人墓地80周年記念式典出席
来 バーコウ下院議長 9/1-9/4 9/1	 G7下院議長会議出席

9/2	 天皇陛下とお茶（皇太子殿下御陪席）
エストニア 来 ロイヴァス首相 4/5-4/10 4/8	 安倍総理大臣と会談
オーストリア 往 木原外務副大臣 6/12-6/13 包括的核実験禁止条約（CTBT）署名開放20周年記

念閣僚級会合出席及びスピーチ実施
CTBT署名開放20周年記念展示開会式出席
クルツ外相と会談
イドリソフ・カザフスタン外相と会談
天野国際原子力機関（IAEA）事務局長と会談
ゼルボ包括的核実験禁止条約機関（CTBTO）事務局
長による表敬
ゴッテメラー米国務次官と会談

往 薗浦外務副大臣 12/4-12/5 12/5-12/6　IAEA核セキュリティ国際会議出席
12/5	 天野IAEA事務局長と会談
12/5	 モニーツ米国エネルギー長官と会談
12/5	 ゼルボCTBTO事務局長による表敬

オランダ 往 武藤外務副大臣 1/17-1/18 1/18	 ボス外務次官と会談
1/18	 ダム農業相と会談
1/18	 シーボルトハウス及び農業施設の視察

スイス 往 塩崎厚生労働大臣 1/23 ダボス会議出席及びスピーチ実施
グリアOECD事務総長と会談

往 濵地外務大臣政務官 1/23 世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合出席
往 濵地外務大臣政務官 3/2-3/3 ジュネーブ軍縮会議（CD）公式本会議出席

第31回人権理事会ハイレベル・セグメント及び対人
地雷禁止条約第1回プレッジング会合出席及びステー
トメント実施

往 塩崎厚生労働大臣 6/8 第105回ILO総会出席及びスピーチ実施
ダッタトレヤ・インド労働・雇用相、ライダーILO	
事務局長及びリム・シンガポール人材開発相とそれぞ
れ個別に会談

往 馳文部科学大臣 6/14-6/16 6/14	 シュワブ世界経済フォーラム会長と会談
6/15	 ケッパーIOC事務総長と会談

スウェーデン 来 カール16世グスタフ国
王陛下

2/16-2/20 2/19	 天皇皇后両陛下と御夕餐
2/19	 安倍総理大臣と懇談

往 松野文部科学大臣 12/9-12/12 12/10	ノーベル賞授賞式出席
12/10	 	クヌートソン教育研究省高等教育・研究大臣

と会談
12/11	 カール16世グスタフ国王陛下主催晩餐会出席

スロバキア 往 武藤外務副大臣 4/15-4/16 4/15	 GLOBSEC	（Global	Security	Forum）出席
4/15	 ガルブル・モルドバ外相と会談
4/15	 リンケビチュウス・リトアニア外相と会談
4/16	 ライチャーク外務・欧州問題担当相と会談

来 ライチャーク外務・	
欧州問題相

5/18 岸田外務大臣と会談
武藤外務副大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
スロベニア 往 塩崎厚生労働大臣 9/5-9/6 9/5～9/6　	ブレッド戦略フォーラム出席及びスピーチ

実施
9/5	 	ムラク労働・家族・社会問題・機会均等相と

会談
9/5	 ツェラル首相と会談
9/6	 ツェラルツ保健相と会談
9/6	 エリヤヴェツ外相と会談

来 ツェラル首相 10/1-10/4 10/2	 安倍総理大臣と会談
10/3	 皇太子殿下と御接見
10/3	 第13回STSフォーラム年次総会出席

デンマーク 来 ケアスゴー国会議長 3/8-3/13 3/9	 安倍総理大臣に表敬
3/10	 大島衆議院議長に表敬
3/10	 山崎参議院議長に表敬

ドイツ 往 黄川田外務大臣政務官 2/13-2/14 第52回ミュンヘン安全保障会議出席
2/13	 クリムキン・ウクライナ外相と会談
2/13	 アセルボーン・ルクセンブルク外相と会談
2/13	 プレブスレン・モンゴル外相と会談
2/14	 テドロス・エチオピア外相と会談
2/14	 難民受入施設を視察

来 シュタインマイヤー外相 4/10-4/11 4/10-4/11　G7広島外相会合出席
4/10	 岸田外務大臣と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 5/3-5/5 日中韓財務大臣・中央銀行総裁会議出席
ASEAN＋3財務大臣・中央銀行総裁会議出席
アジア開発銀行年次総会出席
5/3	 中尾アジア開発銀行総裁と会談
5/3	 スイキャット・シンガポール財務相と会談
5/4	 楼

ろ う

継
け い

偉
い

中国財政部部長と会談
5/4	 アジモフ・ウズベキスタン第一副首相と会談

往 安倍総理大臣 5/4-5/5 メルケル首相と会談
来 メルケル首相及び同夫君 5/26-5/27 G7伊勢志摩サミット出席
往 石井国土交通大臣 7/19-7/20 7/20	 	ドブリント連邦交通・デジタルインフラ相と会

談
来 ラマート連邦議会議長 9/1-9/4 9/1	 G7下院議長会議出席

9/2	 天皇陛下とお茶（皇太子殿下御陪席）
来 ガウク大統領及び	
同パートナー

11/14-11/18 公式実務訪問賓客
11/14	 安倍総理大臣と会談
11/15	 天皇皇后両陛下と御会見（パートナー同伴）
11/15	 皇太子同妃両殿下と御接見（パートナー同伴）

往 岸外務副大臣 12/7-12/9 12/8-12/9　	欧州安全保障協力機構（OSCE）外相	
理事会出席

12/9	 ザニエルOSCE事務総長と会談
12/8	 	シュティール・クロアチア副首相兼外務・欧

州問題相と会談
12/8	 第4回「GUAM＋日本」外相級会合開催

ノルウェー 来 トンメセン国会議長 3/4-3/9 3/7	 天皇陛下に謁見
3/7	 大島衆議院議長と会談
3/8	 安倍総理大臣に表敬
3/8	 山崎参議院議長と会談

来 ブレンデ外相 10/15-10/19 10/17	 岸田外務大臣と会談
往 薗浦外務副大臣 10/21-10/22 10/21-10/22　	世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合

出席
10/21	 	サービス貿易に関する新たな協定（TiSA）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
バチカン 往 岸田外務大臣 3/19 ギャラガー外務長官と会談
ハンガリー 来 クヴェール国会議長	

及び同令夫人
5/12-5/13 5/12	 天皇皇后両陛下が御引見（夫人同伴）

5/13	 安倍総理大臣に表敬
フィンランド 来 ニーニスト大統領	

及び同令夫人
3/7～3/11 実務訪問賓客（実務訪問賓客としての滞在期間は3/8-

3/11）
3/10	 天皇皇后両陛下と御会見（夫人同伴）
3/10	 安倍総理大臣と会談

フランス 往 岸田外務大臣 3/20 エロー外務・国際開発相と会談
パリにおけるテロ事件現場訪問及び献花

来 エロー外務・国際開発相 4/9-4/12 4/10-4/11　G7広島外相会合出席
4/12	 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 5/2-5/3 オランド大統領と会談
来 オランド大統領 5/27-5/28 G7伊勢志摩サミット出席
往 濵地外務大臣政務官 6/2-6/3 6/2	 OECD閣僚理事会出席　

6/2	 ヴィラサック・タイ外相政務官と会談
6/2	 セーハ・ブラジル外相と会談	
6/2	 世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合出席

往 麻生副総理兼財務大臣 7/28-7/29 日仏ハイレベル経済対話出席
来 バルトローヌ国民議会
議長

9/1-9/4 9/1	 G7下院議長会議出席
9/2	 天皇陛下とお茶（皇太子殿下御陪席）

来 ラング大統領特使 11/9 安倍総理大臣に表敬
ベラルーシ 往 山田外務大臣政務官 4/24-4/25 4/25	 マチュシェフスキー第一副首相と会談

4/25	 マケイ外相と会談
4/25	 	チェルノブイリ事故後30年に係る国際会議出

席及びチェルノブイリ犠牲者の慰霊碑へ献花
ベルギー 往 武藤外務副大臣 1/18-1/20 1/19	 「日本・ベルギー友好150周年」開会式典出席

1/19	 レンデルス副首相兼外務・欧州問題相と会談
1/19	 ヤンボン副首相兼公安・内務相と会談
1/20	 	ペーテルス副首相兼雇用・経済・消費者保護・

対外貿易担当相と会談
往 安倍総理大臣 5/3-5/4 5/3	 ミシェル首相と会談

5/3	 	トゥスク欧州理事会議長及びユンカー欧州	
委員長と会談

5/3	 フィリップ国王に謁見
往 薗浦外務副大臣 10/5 アフガニスタンに関するブリュッセル会合出席
来 フィリップ国王王妃	
両陛下

10/10-10/15 国賓（国賓としての滞在期間は10/11-10/14）
10/11	 天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐
10/12	茨城県結城市御視察（天皇皇后両陛下御案内）
10/12	安倍総理大臣と懇談・晩餐会

ボスニア・	
ヘルツェゴビナ

往 岸外務副大臣 10/8-10/9 10/8	 	イゼトベゴビッチ大統領評議会議長（元首）
に表敬

10/8	 インツコ上級代表と会談
10/9	 	2014年度草の根文化無償資金協力「スポーツ

活動を通じた地域融和のためのモスタル市ス
ポーツセンター改修計画」の引渡式出席

モルドバ 往 滝沢外務大臣政務官 9/6-9/8 9/7	 ティモフティ大統領に表敬
9/7	 フィリプ首相に表敬
9/7	 ガルブル副首相兼外務・欧州統合相に表敬
9/7	 円借款「医療サービス改善計画」実施式に出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
モンテネグロ 往 滝沢外務大臣政務官 9/5-9/6 9/5	 	ジュカノビッチ首相に表敬、及び日モンテネグ

ロ外交関係開設10周年に際する首脳間の書簡
の交換

9/5	 	草の根・人間の安全保障無償資金協力「ポド
ゴリツァ市シュタンパル・マカリエ小学校校
舎修復計画」の引渡式に出席

リトアニア 来 グロウジニエネ国会議長 2/29-3/5 3/1	 山崎参議院議長と会談
3/2	 安倍総理大臣に表敬
3/2	 大島衆議院議長と会談

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス
アゼルバイジャ
ン

往 滝沢外務大臣政務官 8/29/8/30 アリエフ大統領に表敬
シャリホフ副首相に表敬
メメディヤロフ外相に表敬

ウズベキスタン 往 山田大臣財務官 4/6-4/7 4/6	 カミロフ外相と会談
4/6	 ガニエフ対外経済関係投資貿易相と会談
4/6	 アジモフ第一副首相兼財務相と会談

往 滝沢外務大臣政務官 9/3-9/4 カリモフ大統領告別式出席
カザフスタン 来 滝沢外務大臣政務官 8/29 セミパラチンスク核実験場閉鎖25周年国際会議出席

イドリソフ外相に表敬
来 ナザルバエフ大統領 11/6-11/9 公式実務訪問賓客

11/7	 天皇陛下と御会見
11/7	 安倍総理大臣と会談
11/8	 岸田外務大臣による表敬

キルギス 往 山田大臣政務官 4/4-4/6 4/5	 	2015年度対キルギス共和国の草の根・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」引
渡式に出席

4/5	 アブディルダエフ外相と会談
4/5	 	バアティルベコフ共和国議会国際問題・国防・

安全保障委員会委員長と会談
4/5	 イサコフ大統領府副長官兼対外関係局長と会談

ジョージア 来 ウスパシヴィリ国会議長 2/22-2/23 2/22	 濵地外務大臣政務官と意見交換
2/23	 武藤外務副大臣と会談

トルクメニスタ
ン

往 滝沢外務大臣政務官 8/30-9/2 8/31	 ベルディムハメドフ大統領に表敬
8/31	 メレドフ副首相兼外相に表敬
8/31	 カカエフ副首相に表敬
9/1	 	オグズハン記念トルクメニスタン工科大学開

校式出席
ロシア 来 ラヴロフ外相 4/14-4/16 4/15	 岸田外務大臣と会談

往 安倍総理大臣 5/6-5/7 プーチン大統領と会談
来 ナルィシュキン国家院
議長

6/16 安倍総理大臣に表敬

往 安倍総理大臣 9/2-9/3 9/2	 プーチン大統領と会談
9/3	 東方経済フォーラム出席

往 世耕経済産業大臣 9/2-9/3 9/2	 日露首脳会談
9/2	 トルトネフ副首相と会談
9/3	 ウリュカエフ経済発展相と会談
9/3	 シュヴァロフ第一副首相と会談
9/3	 東方経済フォーラム出席

来 ドヴォルコヴィッチ副
首相

10/2 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 マトヴィエンコ連邦院
議長

11/1 安倍総理大臣に表敬

往 世耕経済産業大臣 11/2-11/6 11/3	 	日露エネルギー・イニシアティブ協議会第1回
会合出席

11/3	 	「協力プラン」の具体化に関する日露ハイレベル
作業部会第1回会合出席

11/3	 シュヴァロフ第一副首相と会談
11/4	 ガルシュカ極東発展相と会談

来 シュヴァロフ第一副首相 11/15 安倍総理大臣に表敬
往 岸田外務大臣 12/2-12/3 12/2	 プーチン大統領に表敬

12/3	 ラヴロフ外相と会談
来 プーチン大統領 12/15-12/16 実務訪問賓客

12/15	安倍総理大臣と会談
12/16	安倍総理大臣と会談
12/16	日露ビジネス対話出席
12/16	講道館訪問

（6）中東と北アフリカ
アラブ首長国連
邦

往 山田外務大臣政務官 1/16 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）第6回総会出席
スルターン国務相と会談
アミンIRENA事務局長と会談

往 薗浦外務副大臣 12/3-12/4 12/3	 	「紛争地域における文化遺産保護のための国際
会議」出席

12/3	 アブダッラー外務・国際協力相と会談
12/4	 	スルターン国務相兼アブダビ国営石油会社

CEOと会談
イスラエル 往 薗浦外務副大臣 9/5-9/6 9/6	 ハネグビ首相府担当相と会談

9/6	 レヴィン観光相と会談
9/6	 カラ地域協力副相と会談
9/6	 バルカット・エルサレム市長と会談

イラク 往 武藤外務副大臣 7/19-7/21 7/20	 イラク支援のためのプレッジ会合（ワシントン）
イラン 往 薗浦外務副大臣 9/2-9/3 9/3	 アラグチ法律・国際問題担当外務次官と会談

9/3	 ボルジェルディ国会安保外交委員長と会談
来 ザリーフ外相 12/6-12/8 外務省賓客

12/7	 岸田外務大臣と会談
12/7	 薗浦外務副大臣と会談
12/8	 安倍総理大臣に表敬

エジプト 来 エルシーシ大統領 2/28-3/2 公式実務訪問賓客
2/29	 安倍総理大臣と会談
2/29	 円借款3件の署名式出席
3/1	 皇太子殿下（天皇陛下に代わり）と御会見・午餐

往 滝沢外務大臣政務官 8/20-8/21 8/21	 エルシーシ大統領に表敬及び総理親書手交
8/21	 イスマイール首相に表敬
8/21	 大エジプト博物館（GEM）の建設現場視察

往 薗浦外務副大臣 9/7-9/8 9/8	 イスマイール首相に表敬
9/8	 アブルゲイト・アラブ連盟事務総長を表敬
9/8	 ローザ副外相と会談
9/8	 オラービー代議院外交委員長と会談

オマーン 往 山田外務大臣政務官 3/22-3/23 第5回オマーン・エコノミック・フォーラム出席及び
基調講演実施
アラウィー外務担当相に表敬
スナイディ商工相と会談
ネエマトザーデ・イラン商業・工業鉱山相と会談

往 薗浦外務副大臣 10/8 第3回日・オマーン政策対話
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
カタール 往 薗浦外務副大臣 9/4 アブドッラー首相兼内務相に表敬

ムライヒー外務担当国務相と会談
アル・サダ・エネルギー・工業相と会談

来 王族ハマド閣下 9/26-10/4 10/4	 皇太子殿下と御接見
来 ムハンマド外相 10/3 岸田外務大臣と会談

クウェート 来 ジャービル首相 5/11-5/13 公式実務訪問賓客
5/12	 安倍総理大臣と会談
5/13	 天皇陛下に謁見

サウジアラビア 往 山田外務大臣政務官 3/22 マダニ副外相（多国間関係担当）及びジンダーン副外相
（二国間関係担当）と会談
サウジアラビア諮問評議会議員と会談

来 ムハンマド副皇太子殿
下兼国防相

8/31-9/3 公式実務訪問賓客
9/1	 天皇陛下に謁見
9/2	 皇太子殿下と御接見
9/1	 安倍総理大臣と会談

来 ジュベイル外相 8/31-9/3 9/2	 岸田外務大臣と会談
往 世耕経済産業大臣 10/7-10/10 10/9	 	日・サウジ・ビジョン2030共同グループ出席

10/9	 サルマン国王と会談
10/9	 ムハンマド副皇太子と会談
10/9	 	アル＝ファーレフエネルギー・産業・鉱物資源相

と会談
10/9	 アル＝カサビ商業投資相と会談
10/9	 ファキーフ経済企画相と会談

往 薗浦外務副大臣 10/8-10/9 日・サウジ・ビジョン2030共同グループ/日・サウジ
合同委員会会合出席
サルマン国王と会談
ムハンマド副皇太子と会談

トルコ 往 福田政府代表 5/23 世界人道サミット出席
往 薗浦外務副大臣 9/24-9/25 イスタンブル日本人学校を訪問

オスマン・ガーズィー橋（イズミット湾横断橋）を視察
トプバシュ・イスタンブール市長と会談及びクーデ
ター未遂現場献花
現地進出日系企業関係者等との意見交換

バーレーン 往 薗浦外務副大臣 12/10 第12回マナーマ対話出席
（パレスチナ） 来 アッバース大統領 2/14-2/17 実務訪問賓客

2/15	 天皇陛下が御引見
2/15	 安倍総理大臣と会談
2/15	 	一般文化無償資金協力「ジェリコ・ヒシャム

宮殿遺跡大浴場保護シェルター建設及び展示
計画（詳細設計）」の署名式出席

2/16	 岸田外務大臣による表敬
往 薗浦外務副大臣 9/6-9/7 9/6	 ハムダッラー首相と会談

9/6	 ビシャーラ財務庁長官と会談
9/6	 	一般文化無償資金協力「ジェリコ・ヒシャム

宮殿遺跡大浴場保護シェルター建設及び展示
計画」の署名式出席

9/7	 	第5回「平和と繁栄の回廊」構想四者閣僚級
協議出席

モロッコ 往 武藤外務副大臣 5/3-5/5 5/4	 第4回日本・アラブ経済フォーラム出席
5/5	 ベンキラン首相と会談
5/5	 メズアール外務・協力相と会談

往 滝沢外務大臣政務官 8/18-8/20 8/19	 ブーアイダ外務・協力相付特命相に表敬及び
総理親書手交
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 山本環境大臣 11/14-11/19 気候変動枠組条約（UNFCCC）第22回締約国会議

（COP22）等出席
11/16	 JCMパートナー国会合出席
11/16	 	スラサック・カーンジャナラット・タイ天然資源

環境相と会談
11/16	 カニェテ欧州委員と会談
11/17	 解

か い

振
し ん

华
か

中国気候変動事務特別代表と会談
11/17	 	メズアール外相及びハキマ環境相とそれぞれ

個別に会談
11/17	 エスピノザUNFCCC事務局長と会談
11/18	 ガッレッティ・イタリア環境相と会談
11/18	 ヘンドリクス・ドイツ環境相と会談

ヨルダン 往 薗浦外務副大臣 9/4-9/5 9/5	 タラーウネ王宮府長官と会談
9/5	 ジュデ副首相兼外相と会談
9/5	 ファーフーリー計画・国際協力相と会談

来 アブドッラー2世国王
陛下

10/26-10/28 公式実務訪問賓客
10/27	安倍総理大臣と会談
10/27	 	無償資金協力「経済社会開発計画」の署名式

出席
10/28	天皇皇后両陛下と御昼餐

（7）アフリカ
アルジェリア 往 滝沢外務大臣政務官 12/24-12/25 アミ財務相と会談

ラマムラ国務相兼外務・国際協力相と会談
アンゴラ 来 サントス国会議長 3/22-3/23 衆議院議長の招待

3/22	 安倍総理大臣に表敬
3/23	 天皇陛下が御引見

エチオピア 往 木原外務副大臣 1/27-1/28 第28回AU閣僚執行理事会開会式出席
カラバ・ザンビア外相と会談
トワケス・コートジボワール外相と会談
ムーサ・ファキ・マハマト・チャド外相と会談
ガイ・ガンビア外相と会談
ナンディ＝ンダイトワ・ナミビア副首相兼国際関係・
協力相と会談
テテ・ガーナ外相と会談
カマラ・シエラレオネ共和国外相と会談
オンエアマ・ナイジェリア外相と会談
アミナ・ケニア外務・国際貿易長官と会談
ンジャイ・セネガル外相と会談

ガーナ 来 マハマ大統領及び同令
夫人

5/17-5/21 公式実務訪問賓客（公式実務訪問賓客としての滞在期
間は5/17-5/20）
5/18	 天皇皇后両陛下と御会見（夫人同伴）
5/18	 安倍総理大臣と会談
5/18	 無償資金協力2件の署名式出席

ガンビア 往 濵地外務大臣政務官 6/15-6/17 第6回アフリカ開発会議（TICAD	VI）閣僚級準備会合
出席（共同議長）
ンジャイ・セネガル外相と会談
セセイ・シエラレオネ外相と会談
キウンジュリ・ケニア地方分権・計画庁長官と会談
テドロス・エチオピア外相と会談
カサイラ・マラウイ外相と会談
ヌール・チャド計画・未来相と会談
カマラ・ギニア外相と会談
チリノ・南スーダン副外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ケニア 往 塩崎厚生労働大臣 8/25-8/27 8/25	 マイル保健相と会談

8/26	 	野口英世アフリカ賞に関するイベント出席及び
スピーチ実施

8/26	 	テドロス・エチオピア外相、ダイブル世界エイ
ズ・結核・マラリア開発基金（GF）事務局長
及びモツァレディ・南アフリカ共和国保健相
とそれぞれ個別に会談

8/26	 	グローバルヘルス技術振興基金（GHIT	Fund）
に関するイベント出席及びスピーチ実施

8/26	 チャン世界保健機関（WHO）事務局長と会談
8/26	 	世界銀行・国際協力機構（JICA）等主催UHC	

in	Africa出席及びスピーチ実施
8/27	 第6回アフリカ開発会議（TICAD	VI）出席
8/27	 	マウラー赤十字国際委員会（ICRC）総裁、

アッシィ国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）
事務総長及びキム世界銀行総裁とそれぞれ個
別に会談

往 安倍総理大臣 8/25-8/28 8/26	 	「アフリカにおけるユニバーサル・ヘルス・カバ
レッジ（UHC	in	Africa）」に関するハイレベル
イベント出席及びスピーチ実施

8/26	 ンゲマ赤道ギニア大統領と会談
8/26	 ズマ南アフリカ共和国大統領と会談
8/26	 マハマ・ガーナ大統領と会談
8/26	 ニュシ・モザンビーク大統領と会談
8/26	 ウワタラ・コートジボワール大統領と会談
8/26	 コンデ・ギニア大統領と会談
8/27-8/28　	第6回アフリカ開発会議（TICAD	VI）

出席及び共同議長
8/27	 	STSフォーラム主催「科学技術イノベーショ

ンによる持続可能な開発のための日本・アフ
リカワークショップ」出席

8/27	 ブハリ・ナイジェリア大統領と会談
8/27	 サル・セネガル大統領と会談
8/27	 	ラジャオナリマンピアニナ・マダガスカル大統領

と会談
8/28	 日本・アフリカ・ビジネスカンファレンス出席
8/28	 ケニヤッタ大統領と会談
8/28	 ムセベニ・ウガンダ大統領と会談
8/28	 ゲレ・ジブチ大統領と会談

往 岸田外務大臣 8/25-8/28 8/26	 アミナ外務長官と会談
8/26	 アブディサラーム・ソマリア外相と会談
8/26	 オスマン・エリトリア外相と会談
8/26	 	デン・アロール南スーダン外務・国際協力相

と会談
8/27	 ガンドゥール・スーダン外相と会談
8/28	 	UNDP主催「アフリカ人間開発報告書2016」

発表式典出席	
8/28	 	「投資の促進及び保護に関する日本国政府とケ

ニア共和国政府との間の協定」の署名
8/28	 対ケニア無償資金協力2件に関する書簡の交換

往 武井外務大臣政務官 8/25-8/28 TICAD	VI公式サイドイベント「アフリカのための日仏
パートナーシップ」出席
国連主催「TICADが後押しするアフリカのグッドガバ
ナンス」出席

来 ムトゥリ国民議会議長 11/8 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
コートジボワー
ル

往 木原外務副大臣 3/20-3/22 3/21	 ウワタラ大統領と会談
3/22	 マハマ・ガーナ大統領と会談

ジブチ 往 稲田防衛大臣 8/15 日・ジブチ防衛相会談
UNMISS副隊長の説明受け

ジンバブエ 来 ムガベ大統領及び	
同令夫人

3/27-3/31 公式実務訪問賓客
3/28	 天皇皇后両陛下と御会見・午餐（夫人同伴）
3/28	 	安倍総理大臣と会談及び無償資金協力「経済

社会開発計画」の署名式出席
スーダン 来 イスマイル外務担当国

務相
12/19 薗浦外務副大臣と会談

セネガル 来 ンジャイ外務・	
在外セネガル人相

8/4-8/6 外務省賓客
8/5	 岸田外務大臣と会談

往 武井外務大臣政務官 12/4-12/6 12/5	 	第3回「アフリカの平和と安全に関するダカール
国際フォーラム」出席及びスピーチ実施

12/5	 サル大統領を表敬
12/5	 	草の根・人間の安全保障無償資金協力案件

（アミナタ・ンバイ養護センター）視察
12/5	 ル・ドリアン・フランス国防相と会談
12/6	 ケイタ・マリ首相と会談
12/6	 イジードビヒ・モーリタニア外相と会談
12/6	 	草の根・人間の安全保障無償資金協力案件

（マリアマ・バ中高等学校）視察
チャド 来 デビー・イトゥノ大統領 5/27-5/28 5/27	 G7サミットのアウトリーチ会合出席

5/28	 安倍総理大臣と会談
チュニジア 往 滝沢外務大臣政務官 12/22-12/24 バッシュトブジ外相付国務長官と会談

アブドゥルケーフィー開発・投資・国際協力相に表敬
ナイジェリア 往 木原外務副大臣 3/18-19 3/18	 オンエアマ外相と会談
南スーダン 往 稲田防衛大臣 10/8 ヤウ・ヤウ国防副大臣と会談
レソト 来 レツィエ3世国王王妃

両陛下
11/20-11/28 11/25	 天皇皇后両陛下とお茶

11/27	 薗浦副大臣による表敬

（8）国際機関
欧州議会 来 マクギネス副議長 8/31-9/4 9/1	 G7下院議長会議出席

9/2	 天皇陛下とお茶（皇太子殿下御陪席）
国際移住機関
（IOM））

来 スウィング事務局長 2/23-2/26 2/24	 木原外務副大臣に表敬

国際エネルギー
機関（IEA）

来 ビロル事務局長 4/21 濵地外務大臣政務官と会談

国際オリンピッ
ク委員会（IOC）

来 バッハ会長 10/18-10/22 10/21	 天皇皇后両陛下が御引見

国際家族計画連
盟（IPPF）

来 メレッセ事務局長 4/28 濵地外務大臣政務官に表敬

来 メレッセ事務局長 12/13-12/14 12/13	 小田原外務大臣政務官に表敬
12/13-14　国際女性会議WAW!出席

国際経済協力開
発機構（OECD）

来 グリア事務総長 4/9-4/13 4/11	 	OECD国土・地域政策レビュー公表記念シン
ポジウム出席

4/12	 安倍総理大臣に表敬
4/12	 岸田外務大臣に表敬
4/13	 第5回国際金融経済分析会合出席

国際原子力機関
（IAEA）

来 天野事務局長 4/25 岸田外務大臣と会談

来 天野事務局長 10/21 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
国際電気通信連
合（ITU）

来 趙
ちょう

厚
こ う

麟
り ん

（ジャオホーリン）
事務総局長

4/28-4/30 G7香川・高松情報通信大臣会合出席

国際貿易セン
ター（ITC）

来 ゴンザレス事務局長 12/13-12/14 12/13-12/14　国際女性会議WAW!出席
12/13	 薗浦外務副大臣に表敬

国際パラリン
ピック委員会
（IPC）

来 クレイヴェン会長	
及び同令夫人

10/17-10/22 10/21	 天皇皇后両陛下が御引見（夫人同伴）

国連（UN） 来 グラッサー事務総長特
別代表（防災担当）

3/11 木原外務副大臣に表敬

国連開発計画
（UNDP）

来 クラーク総裁 6/16-6/17 6/16	 安倍総理大臣に表敬
6/17	 岸田外務大臣と会談

来 クラーク総裁 12/13-12/14 国際女性会議WAW!出席
国連教育科学文
化機関
（UNESCO）

来 ボコバ事務局長 8/31 薗浦外務副大臣と会談

国連工業開発機
関（UNIDO）

来 李
り

勇
ゆ う

事務局長 5/11-5/14 濵地外務大臣政務官に表敬

国連人口基金
（UNFPA）

来 オショティメイン事務
局長

4/25 濵地外務大臣政務官に表敬

来 オショティメイン事務
局長

12/13-12/14 国際女性会議WAW!出席

国連難民高等弁
務官事務所
（UNHCR）

来 グランディ高等弁務官 2/28-3/2 3/1	 安倍総理及び本原副大臣に表敬
3/2	 皇太子同妃両殿下と御接見

来 グランディ高等弁務官 11/26-11/30 11/28	 岸副大臣に表敬
11/29	皇太子殿下と御接見

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

10/25 10/25	岸外務副大臣に表敬

国連プロジェク
ト・サービス機関
（UNOPS）

来 ファレモ事務局長 10/3-10/4 10/4	 岸外務副大臣に表敬

ジェンダー平等
と女性のエンパ
ワーメントのた
めの国際機関
（UN	Women）

来 ムランボ＝ヌクカ事務
局長

12/13-12/14 国際女性会議WAW!出席

赤十字国際委員
会（ICRC）

来 マウラー総裁 11/5-11/9 11/7	 天皇皇后両陛下とお茶
11/8	 萩生田官房副長官表敬
11/8	 岸外務副大臣表敬

世界観光機関
（UNWTO）

来 リファイ事務局長 6/1-6/4 観光と技術に関する国際会議出席
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