
要人往来

（2017年1月1日-12月31日）
〈記載対象と留意点〉
1．対象期間は2017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 世耕経済産業大臣 1/8-1/11 「バイブラント・グジャラート2017」開会式への参加

など
1/9	 シタラマン商工相と会談
1/9	 	ゴヤル電力・石炭・鉱物・新再生可能エネル

ギー相と会談
1/10	 モディ首相に表敬

往 武井外務大臣政務官 1/17-1/18 第2回ライシナ対話出席
往 安倍総理大臣 9/13-9/15 9/14	 モディ首相と会談

9/14	 日インド・ビジネス全体会合出席
9/14	 	ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道事業に

係る起工式典出席
往 堀井学外務大臣政務官 11/22-11/25 サイバー空間に関するニューデリー会議（GCCS）出席
往 堀井巌外務大臣政務官 12/8-12/9 12/9	 	国際交流基金巡回展「映像と物質　版画の

1970年代・日本」の開会式出席
往 石井国土交通大臣 12/25-12/28 12/26	 	ファドナヴィス・マハーラーシュトラ州首相と

会談
12/28	ゴヤル鉄道・石炭相と会談
12/28	 	ガドカリ道路交通・海運・水資源・河川開発・

ガンジス川再生相と会談
インドネシア 往 安倍総理大臣 1/15-1/16 1/15	 ジョコ大統領と会談

往 岸外務副大臣 3/6-3/7 3/7	 環インド洋連合（IORA）首脳会合出席
3/7	 ルフット海洋担当調整相と会談
3/7	 ハシナ・バングラデシュ首相と会談
3/7	 	ラチュミンアライドゥ・モーリシャス外務・地

域統合・国際貿易相と会談
3/7	 オマール・アルテ・ソマリア副首相と会談

来 カッラ副大統領 6/5 安倍総理大臣に表敬
往 上川法務大臣 9/7-9/10 9/8	 アリ最高裁判所長官と会談
往 堀井巌外務大臣政務官 12/18-12/21 12/19	 	アルヨ・インドネシア日本国会議員連盟会長

と会談
12/19	ファヒール外務副大臣と会談
12/19	 	アルチャンドラ・エネルギー鉱物資源副大臣

と会談
12/19	ジャワ2ガス火力発電所の視察
12/20	国立アイルランガ大学熱帯病研究所の視察
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
オーストラリア 往 安倍総理大臣 1/13-1/15 1/14	 ターンブル首相と会談

往 岸外務副大臣 2/20-2/21 2/20	 	ベレジクリアン・ニューサウスウェールズ
（NSW）州首相と会談

来 ビショップ外相 4/19-4/20 外務省賓客
4/20	 安倍総理大臣に表敬
4/20	 	第7回日豪外務・防衛閣僚会議（「2＋2」）に

出席
往 堀井巌外務大臣政務官 9/5 ウィリアムズ・ニューサウスウェールズ（NSW）州多

文化主義相と会談
コーツ・オーストラリア・オリンピック委員会会長と
会談

往 堀井巌外務大臣政務官 9/13-9/14 9/13	 	ダウスト西オーストラリア州議会上院議長及
びワトソン下院議長と会談

9/13	 	ジョンストン西オーストラリア州工業石油・商
業・労使関係・選挙制度・アジア関係相と会談

9/14	 マッガーワン西オーストラリア州首相と会談
韓国 来 文

ム ン

喜
ヒ

相
サ ン

大統領特使 5/17-5/20 5/17	 岸田外務大臣に表敬
5/18	 安倍総理大臣に表敬

来 丁
チョン

世
セ

均
ギュン

国会議長 6/7-6/9 6/8	 安倍総理大臣に表敬
往 二階総理特使 6/10-6/13 6/12	 文

ム ン

在
ジ ェ

寅
イ ン

大統領に表敬
6/12	 李

イ

洛
ナ

淵
ギョン

国務総理に表敬
往 中川環境大臣 8/24-8/25 8/24	 李

り

幹
か ん

傑
け つ

中国環境保護部長と会談
8/24	 金

キ ム

恩
ウ ン

京
ギョン

環境部長官と会談
8/25	 第19回日中韓3か国環境大臣会合出席

往 中根外務副大臣 8/30-8/31 8/30-31　	アジア・中南米協力フォーラム（FEALAC）
第8回外相会合出席

8/30	 サルムサイ・ラオス外相と会談
8/30	 	マリン・ニカラグア国際問題担当大統領府顧

問と会談
8/30	 	アグエロ・ホンジュラス外務・国際協力相と

会談
8/30	 マリキ・シンガポール上級国務相と会談
8/30	 ゴック・ベトナム外務副大臣と会談
8/30	 フォリー・アルゼンチン外相と会談

往 松山内閣府特命担当大
臣（少子化対策）

10/14-10/15 10/14	九州フェスティバルin釜山出席

往 松山内閣府特命担当大
臣（少子化対策）

10/18-10/19 10/19	 	少子化及び人口問題に関する日中韓・OECD
国際会議出席

10/19	 朴
パ ク

凌
ヌ ン

厚
フ

保健福祉部長官と会談
来 康

カ ン

京
ギョン

和
フ ァ

外交部長官 12/19-12/20 外務省賓客
12/19	安倍総理大臣に表敬
12/19	 河野外務大臣と会談

カンボジア 往 岸外務副大臣 4/30-5/6 5/2	 ソコン外務国際協力相と会談
往 石井国土交通大臣 5/5-5/6 5/5	 ハオ・ナムホン副首相に表敬

5/5	 	オーン・ポンモニラット経済財政相、スン・
チャントール公共事業運輸相、チア・ソバラ
国土整備・都市化・建設相及びタオン・コン
観光相とそれぞれ個別に会談

来 フン・セン首相 8/6-8/9 8/7	 皇太子殿下と御接見
8/7	 安倍総理大臣と会談

クック諸島 来 プナ首相 1/16-1/18 1/17	 太平洋・島サミット第3回中間閣僚会合出席
1/17	 岸田外務大臣と会談
1/18	 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
サモア 来 トゥイラエパ首相兼外

務貿易相
1/16-1/18 1/17	 太平洋・島サミット第3回中間閣僚会合出席

1/17	 岸田外務大臣と会談
1/18	 安倍総理大臣と会談

往 堀井巌外務大臣政務官
（総理特使）

9/6-9/7 太平洋諸島フォーラム出席
トゥイラエパ首相、ハイネ・マーシャル諸島大統領、
タビマスマス・バヌアツ首相、クリスチャン・ミクロ
ネシア大統領、マーマウ・キリバス大統領兼外務・移
民相、オイロー・パラオ副大統領兼司法相、パト・パ
プアニューギニア外務移民相、	クンブアンボラ・フィ
ジー防衛・国家安全保障相、ファカハウ・トンガ王国
農業・食糧・林業・漁業相とそれぞれ個別に会談

シンガポール 往 松野文部科学大臣 5/2-5/4 5/3	 フー文化・地域・青年相と会談
5/3	 リム科学技術開発庁長官と会談
5/3	 ウン教育相（初等中等教育担当）と会談

往 石井国土交通大臣 5/4-5/5 5/4	 	コー・ブンワン・インフラ統括相兼運輸相と
会談

5/4	 ウォン国家開発相と会談
往 稲田防衛大臣 6/3-6/4 6/3	 第16回IISSアジア安全保障会議出席

6/3	 日米豪防衛相会談
6/3	 マティス米国国防長官と会談
6/3	 日米韓防衛相会談
6/3	 韓

ハ ン

民
ミ ン

求
グ

韓国国防部長官と会談
6/3	 ウン国防相と会談
6/3	 グラール・フランス軍事相と会談
6/4	 ヒシャムディン・マレーシア国防相と会談
6/4	 ミッチェル・ニュージーランド国防相と会談

往 小田原外務大臣政務官 7/9-7/11 7/10	 マリキ上級国務相と会談
7/10	 ジャパン・クリエイティブ・センター視察

往 石井国土交通大臣 8/27-8/28 8/28	 	高速鉄道に関するシンポジウム・港湾分野に
関するセミナー出席

8/28	 	コー・ブンワン・インフラ統括大臣兼運輸相
と会談

8/28	 ウォン国家開発相と会談
往 上川法務大臣 9/10-9/13 9/11	 シャンムガム法務相兼内務相と会談

9/12	 メノン最高裁判所長官と会談
往 堀井巌外務大臣政務官 10/23-10/25 10/24	マリキ上級国務相と会談

10/24	日・シンガポール・シンポジウム出席
10/25	テオ副首相に表敬

スリランカ 来 ウィクラマシンハ首相
及び同令夫人

4/10-4/16 実務訪問賓客
4/12	 安倍総理大臣と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 8/30-9/2 8/31	 インド財団主催「インド洋会議2017」に出席
往 石井国土交通大臣 12/24-12/25 12/25	ヤーパ災害管理相と会談

12/25	ハキーム都市計画・上水相と会談
ソロモン諸島 来 トザカ外務・貿易相 1/16-1/18 1/17	 太平洋・島サミット第3回中間閣僚会合出席

1/18	 安倍総理大臣に表敬
タイ 往 天皇皇后両陛下 3/5-3/6 3/5	 シリントン王女殿下とお茶

3/5	 前プミポン国王陛下御弔問
3/5	 ワチラロンコン国王陛下と御会見

往 松野文部科学大臣 4/30-5/2 5/1	 アチャッカー科学技術相と会談
5/1	 ティラキアット教育相と会談
5/1	 コープカン観光・スポーツ相と会談

来 ソムキット副首相 6/5-6/8 6/7	 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
往 中根外務副大臣 8/23/-8/24 8/23	 ソムキット副首相に表敬

8/23	 ウィラサック外務副大臣と会談
8/23	 	日タイ経済連携協定（EPA）に基づく第4回

合同委員会（共同議長）
8/24	 OECD東南アジア地域フォーラム出席
8/24	 グリアOECD事務総長と会談

往 世耕経済産業大臣 9/11-9/13 9/11	 プラユット首相に表敬
9/12	 ソムキット副首相に表敬
9/13	 ウッタマ工業相と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 9/25-9/26 9/26	 	日タイ修好130年記念展覧会開会式及びレセ
プション出席

9/26	 ウィラサック外務副大臣と会談
来 ドーン外相 9/25-9/27 9/25	 河野外務大臣と会談

9/26	 安倍総理大臣に表敬
往 秋篠宮同妃両殿下 10/26-10/27 10/26	プミポン前国王陛下御葬儀御参列
来 チュラポン王女殿下 12/20-12/26 12/25	天皇皇后両陛下と御昼餐

中国 来 楊
よ う

潔
け つ

篪
ち

国務委員 5/29-5/31 5/30	 岸田外務大臣と会談
5/31	 安倍総理大臣に表敬

往 大島衆議院議長 7/19-7/20 7/20	 王
お う

晨
し ん

全人代常務委員会副委員長と会談
往 山本農林水産大臣 7/19-7/21 7/19	 日本食PRイベント出席

7/21	 	支
し

樹
じ ゅ

平
へ い

国家質量監督検験検疫総局長と会談
7/21	 余

よ

欣
き ん

榮
え い

農業部副部長と会談
往 加藤厚生労働大臣 11/11-11/12 11/11	 李

り

斌
び ん

国家衛生・計画生育委員会主任と会談
11/11	 朴

パ ク

凌
ヌ ン

厚
フ

韓国保健福祉部長官と会談
11/11	 申

シ ン

英
ヨ ン

秀
ス

WHO西太平洋地域事務局長と会談
11/12	 第10回日中韓三国保健大臣会合出席

中国（香港） 往 齋藤農林水産大臣 8/15-8/17 8/16	 ラム行政長官及びチャン食物衛生局長官と会談
8/17	 香港	Food	Expo	2017出席

ナウル 来 ワンガ大統領兼外務・
貿易相

1/16-1/18 1/17	 太平洋・島サミット第3回中間閣僚会合出席
1/17	 岸田外務大臣と会談
1/18	 安倍総理大臣に表敬

ニュージーランド 往 岸外務副大臣 2/21-2/22 2/21	 マカリー外相に表敬
2/22	 クライストチャーチ震災6周年式典出席

来 イングリッシュ首相及
び同令夫人

5/16-5/18 実務訪問賓客
5/17	 安倍総理大臣と会談

ネパール 往 小田原外務大臣政務官 7/11-7/12 7/11	 バンダリ大統領に表敬
7/11	 デウバ首相及びマハラ副首相兼外相に表敬

往 堀井巌外務大臣政務官 12/6-12/8 12/6	 ヤダブ選挙管理委員長に表敬
12/6	 バンダリ大統領に表敬

パキスタン 往 岸外務副大臣 5/4-5/5 5/4	 シャリフ首相に表敬
5/4	 ジャンジュア国家安全保障担当首相顧問と会談
5/4	 	円借款案件「イスラマバード・ブルハン送電

網増強計画（フェーズ1）」署名式出席
5/4	 	日・パキスタン国交樹立65周年記念レセプ

ション出席
バヌアツ 来 レンゴン外務・国際協

力・貿易相
1/16-1/18 1/17	 太平洋・島サミット第3回中間閣僚会合出席

1/18	 安倍総理大臣に表敬
パプアニューギ
ニア

来 パト外務移民相 1/16-1/18 1/17	 太平洋・島サミット第3回中間閣僚会合出席
1/17	 岸田外務大臣と会談
1/18	 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
パラオ 往 小田原外務大臣政務官

（総理特使）
1/18-1/20 レメンゲサウ大統領と会談

大統領就任式出席
クリスチャン・ミクロネシア大統領と会談

来 レメンゲサウ大統領 9/14-9/19 9/15	 河野外務大臣と会談
来 オイロー副大統領兼司
法相

11/19/11/25 閣僚級招へい
11/20	 河野外務大臣と会談

バングラデシュ 往 武井外務大臣政務官 1/16-1/17 アラム外務担当国務相と会談
ダッカ襲撃テロ事件現場献花

来 ムハンマド外務担当国
務相

6/7 岸外務副大臣に表敬

往 堀井巌外務大臣政務官 9/26-9/27 9/27	 アラム外務担当国務相と会談
往 河野外務大臣 11/18-11/19 11/19	 アリ外相と会談

11/19	 ダッカ襲撃テロ事件現場で献花
11/19	 難民キャンプ視察
11/19	 ハシナ首相に表敬

東ティモール 往 中谷総理特使 5/19-5/20 5/19	 アラウジョ首相に表敬
5/19	 グスマン計画・戦略投資相と会談
5/19	 ル・オロ新大統領就任式出席
5/19	 ルアク前大統領主催晩餐会出席
5/20	 独立15周年記念式典出席
5/20	 ル・オロ新大統領に表敬

フィリピン 往 安倍総理大臣 1/12-1/13 1/12	 ドゥテルテ大統領と会談
1/12	 無償資金協力に関する書簡の交換

来 カエタノ外相 6/6-6/7 6/6	 岸田外務大臣と会談
6/7	 安倍総理大臣に表敬

往 河野外務大臣 8/6-8/8 ASEAN関連外相会議
8/6	 日・ASEAN外相会議
8/6	 カエタノ外相と会談
8/6	 第10回日・メコン外相会議出席
8/7	 康

カ ン

京
ギョン

和
フ ァ

韓国外交部長官と会談
8/7	 王

お う

毅
き

中国外交部長と会談
8/7	 ティラソン米国国務長官と会談
8/7	 ラヴロフ・ロシア外相と会談
8/7	 日米韓外相会合出席
8/7	 第7回日米豪閣僚級戦略対話出席
8/7	 第18回ASEAN＋3外相会議出席
8/7	 	第24回ASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚

会合出席
8/7	 	第7回東アジア首脳会議（EAS）参加国外相

会議出席
8/8	 ドゥテルテ大統領に表敬
8/8	 ルトノ・インドネシア外相と会談
8/8	 ミン・ベトナム副首相兼外相と会談

往 中根外務副大臣 8/24-8/25 8/25	 	ダバオ市主催「JICA中小企業海外展開支援事
業による廃食油回収システムの構築及びバイ
オディーゼルの製造と普及による環境改善に
関する普及・実証事業」の施設開所式出席

8/25	 	ドミンゴ副行政官等ダバオ市関係者及びダバ
オ在留法人代表と意見交換
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 世耕経済産業大臣 9/8-9/11 9/9	 第23回日ASEAN経済大臣会合出席

9/9	 第5回東アジアサミット経済大臣会合出席
9/9	 ロペス貿易産業相と会談
9/9	 リム・シンガポール貿易産業相と会談
9/9	 プラブー・インド商工相と会談
9/9	 	チオボー・オーストラリア貿易・観光・投資

相と会談
9/10	 第5回RCEP閣僚会合出席
9/10	 第20回ASEAN＋3経済大臣会合出席

往 小野寺防衛大臣 10/22-10/25 10/23	マティス米国国防長官と会談
10/23	第3回日ASEAN防衛担当大臣会合出席
10/23	ペイン・オーストラリア国防相と会談
10/23	宋

ソ ン

永
ヨ ン

武
ム

韓国国防部長官と会談
10/23	日米韓防衛相会談
10/23	ロレンザーナ国防相と会談
10/24	第4回拡大ASEAN国防相会議出席
10/24	リック・ベトナム国防相と会談
10/24	ドゥテルテ大統領に表敬

往 佐藤外務副大臣 10/29-10/31 10/30	 	ガザリ・ジャファア・バンサモロ移行委員会
委員長と会談

10/30	 	ミンダナオ国際監視団本部及びフィリピン国
軍第6歩兵師団を訪問

来 ドゥテルテ大統領及び
同パートナー

10/29-10/31 10/30	安倍総理大臣と会談
10/30	河野外務大臣による表敬
10/30		円借款に関する書簡の交換
10/31	 天皇皇后両陛下と御会見（パートナー同伴）

来 カタエノ外相 10/29-10/31 ドゥテルテ大統領に同行
10/31	 河野外務大臣と会談

往 世耕経済産業大臣 11/11-11/13 11/11	 ロペス貿易産業相と会談
11/12	 日ASEAN経済大臣会合出席
11/12	 RCEP閣僚会合出席

往 安倍総理大臣 11/12-11/15 ASEAN関連首脳会議
11/12	 ナジブ・マレーシア首相兼財務相と会談
11/12	 ジョコ・インドネシア大統領と会談
11/13	 日米豪首脳会談出席
11/13	 ターンブル・オーストラリア首相と会談
11/13	 ボルキア・ブルネイ国王と会談
11/13	 李

り

克
こ く

強
きょう

中国国務院総理と会談
11/13		日ASEAN首脳会議出席
11/13	ドゥテルテ大統領と会談
11/13		円借款及び無償資金協力に関する書簡の交換
11/13	 第9回日本・メコン地域諸国首脳会議出席
11/14	 RCEP首脳会議出席
11/14	 第12回東アジア首脳会議（EAS）出席
11/14	 第20回ASEAN＋3（日中韓）首脳会議出席
11/14	 モディ・インド首相と会談
11/14	 	アウン・サン・スー・チー・ミャンマー国家最

高顧問と会談
往 堀井巌外務大臣政務官 12/21-12/22 12/21	カエタノ外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ブータン 往 眞子内親王殿下 6/1-6/7 6/2	 	ワンチュク国王王妃両陛下表敬、日本週間オー

プニングイベント御臨席
6/3	 	第4代国王陛下表敬、第4代国王陛下御主催

昼食会御臨席
6/3	 トブゲー首相主催晩餐会御臨席
6/4	 	ブータン花の博覧会オープニングセレモニー

御臨席
来 ソナム・デチェン王妹
殿下

10/21-10/27 10/24	皇后陛下とお茶
10/24	皇太子同妃両殿下と御接見

ブルネイ 往 堀井巌外務大臣政務官 9/8-9/10 9/9	 第23回ASEAN元日本留学生評議会総会出席
9/9	 エルワン外務貿易省副大臣と会談

ベトナム 往 安倍総理大臣 1/16-1/17 1/16	 フック首相と会談
1/16	 クアン国家主席と会談
1/16	 チョン共産党中央執行委員会書記長と会談
1/16	 ガン国会議長と会談
1/16	 円借款及び無償資金協力に関する書簡の交換

往 天皇皇后両陛下 2/28-3/5 3/1	 	クアン国家主席夫妻と御会見
3/1	 	ホーチミン廟御供花
3/1	 	ガン国会議長を御引見
3/1	 	国家主席夫妻主催晩餐会御臨席
3/2	 フック首相夫妻を御引見
3/3	 	チョン共産党中央執行委員会書記長夫妻を御

引見
3/4	 フック首相夫妻主催午餐会御臨席

往 大島衆議院議長 5/4-5/6 5/4	 	ガン国会議長と会談
5/4	 	フック首相と会談
5/5	 	クアン国家主席と会談
5/5	 	チョン共産党中央執行委員会書記長と会談

来 ミン副首相兼外相 5/7-5/9 日越協力委員会第9回会合出席
5/8	 安倍総理大臣に表敬
5/8	 	日越協力委員会第9回会合及び岸田外務大臣

と会談
来 ティン国家副主席 5/10-5/16 5/11	 天皇皇后両陛下とお茶

5/11	 	皇太子殿下と御接見
5/12	 伊達参議院議長に表敬

往 世耕経済産業大臣 5/19-5/23 APEC貿易担当大臣会合出席
5/20	 フック首相に表敬
5/20	 アイン商工相と会談
5/21及び5/22　	ライトハイザー米国通商代表、グア

ハルド・メキシコ経済相、シャンパー
ニュ・カナダ国際貿易相、オレシュ
キン経済発展相兼対日貿易経済協力
担当大統領特別代表、チオボー・
オーストラリア貿易・観光・投資相、
マックレイ・ニュージーランド貿易
相、ロペス・フィリピン貿易産業相、
エンガルティアスト・インドネシア
商業相及びケンマニー・ラオス商工
業相とそれぞれ個別に会談

5/22	 RCEP中間閣僚会合出席
5/22	 ビン・ベトナム共産党中央経済委員長と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 薗浦外務副大臣 5/20-5/22 5/20-5/21　APEC貿易担当大臣会合出席

5/21-5/22　	第3回RCEP中間閣僚会合出席		
ライトハイザー米国通商代表、シャン
パーニュ・カナダ国際貿易相、グアハル
ド・メキシコ経済相、チオボー・オース
トラリア貿易・観光・投資相、マックレ
イ・ニュージーランド貿易相、フェレイ
ロス・ペルー通商観光相、ナサル・チリ
外務省国際経済関係総局長、ロペス・
フィリピン貿易産業相、ルキタ・インド
ネシア商業相、李相珍韓国産業通商資源
部通商交渉室長、オレシュキン・ロシア
経済発展相、ソー香港政府商務経済発
展局長官、鄧

と う

振
し ん

中
ちゅう

チャイニーズ・タイペ
イ行政院政務委員、ミンASEAN事務総
長、シタラマン・インド商工相とそれぞ
れ個別に会談

来 フック首相及び同令夫
人

6/4-6/8 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6/4-7）
6/5	 大島衆議員議長に表敬
6/6	 天皇皇后両陛下が御引見（夫人同伴）
6/6	 安倍総理大臣と会談
6/6	 伊達参議院議長に表敬

来 チン越日友好議員連盟
会長兼党中央組織委員
長

8/29-8/30 河野外務大臣に表敬
8/29	 安倍総理大臣に表敬
8/29	 大島衆議員議長に表敬
8/30	 伊達参議院議長に表敬

往 世耕経済産業大臣 9/13-9/14 9/14	 ハイ・ハノイ市党委員会書記と会談
9/14	 アイン商工相と会談
9/14	 フック首相に表敬
9/14	 	チン越日友好議員連盟会長兼共産党中央組織

委員長と会談
往 河野外務大臣 11/7-11/8 アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議出席

11/7	 ミン副首相兼外相と会談
11/7	 ドーン・タイ外相と会談
11/7	 リム・ブルネイ第二外務貿易相と会談
11/7	 パト・パプアニューギニア外務貿易相と会談
11/7	 ビショップ・オーストラリア外相と会談
11/8	 アゼベド世界貿易機関（WTO）事務局長と会談
11/8	 フリーランド・カナダ外相と会談
11/8	 ルナ・ペルー外相と会談
11/8	 	ピーターズ・ニュージーランド副首相兼外相と

会談
往 世耕経済産業大臣 11/7-11/11 アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議出席

11/7	 	リム・ブルネイ首相府大臣兼第二外務貿易相
と会談

11/8	 	パーカー・ニュージーランド貿易・輸出振興
担当相と会談

11/8	 オレシュキン・ロシア経済発展相と会談
11/8	 アゼベド世界貿易機関（WTO）事務局長と会談
11/9	 	オチボー・オーストラリア貿易・観光・投資

相と会談
11/9	 アイン商工相と会談
11/9	 エンガルティアスト・インドネシア商業相と会談
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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 11/10-11/11 アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議出席

11/10	 クチンスキー・ペルー大統領と会談
11/10	 クアン国家主席と会談
11/10	 アーデーン・ニュージーランド首相と会談
11/10	 ペニャ・ニエト・メキシコ大統領と会談
11/10	トルドー・カナダ首相と会談
11/10	 プーチン・ロシア大統領と会談
11/11	 習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席と会談
マーシャル諸島 来 シルク外相 1/16-1/18 1/17	 太平洋・島サミット第3回中間閣僚会合出席

1/18	 安倍総理大臣に表敬
往 堀井巌外務大臣政務官 11/21-11/22 11/21	 日・マーシャル貿易投資セミナーに出席

マレーシア 往 高市総務大臣 1/16-1/18 1/17	 サッレー通信マルチメディア相と会談
往 皇太子殿下 4/13-4/17 4/14	 	国家記念碑御供花、日馬外交関係樹立60周年

祝賀レセプション御臨席
4/15	 ナジブ首相と御接見
4/16	 	ムハマド5世国王陛下表敬、国王陛下主催晩

餐会御臨席
往 石井国土交通大臣 5/3-5/5 5/3	 第3回マレーシア高速鉄道シンポジウム出席

5/3	 	アブドゥル・ラーマン・ダーラン首相府相、ナ
ズリ観光・文化相、ジョハリ・アブドゥル・ガ
ニ第二財務相、リャオ・ティオンライ運輸相と
それぞれ個別に会談

往 石井国土交通大臣 8/28-8/29 8/29	 ナジブ首相に表敬
8/29	 ジョハリ・アブドゥル・ガニ第二財務相と会談
8/29	 リャオ・ティオンライ運輸相と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 9/14-9/16 9/15	 リーザル外務副大臣と会談
9/15	 オン国際貿易産業省第二大臣と会談

来 パンディカー下院議長 9/14-9/21 9/14	 大島衆議院議長に表敬
9/18-19　アジア太平洋国会議長連合第47回総会出席

ミクロネシア連邦 来 ロバート外相 1/16-1/18 1/17	 太平洋・島サミット第3回中間閣僚会合出席
1/17	 岸田外務大臣と会談
1/18	 安倍総理大臣に表敬

来 クリスチャン大統領 10/20-10/26 実務訪問賓客（実務訪問賓客としての滞在期間は
10/23-26）
10/23	天皇陛下と御会見
10/25	安倍総理大臣と会談

来 ロバート外相 10/20-10/26 クリスチャン大統領に同行
10/24	河野外務大臣と会談

ミャンマー 往 岸外務副大臣 8/4-8/5 8/5	 	「平和と調和、安全保障のための対話」に出席、
開会式でスピーチ

8/5	 タウン・トゥン国家安全保障顧問と会談
往 堀井巌外務大臣政務官 9/21-9/24 9/21	 ミン・アウン・フライン国軍司令官と会談

9/21	 チョウ・ティン・スエ国家最高顧問府相と会談
9/21	 	ウィン・ミャ・エー社会福祉救済復興相兼ラ

カイン州勧告実施委員会委員長と会談
9/22-9/23　ラカイン州視察
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 中根外務副大臣 11/19-11/21 第13回アジア欧州会合（ASEM）外相会合出席

11/20	シーヤールトー・ハンガリー外務貿易相と会談
11/20	ロガル・スロベニア外務副大臣と会談
11/20	スクセビチュウス・リトアニア外務副大臣と会談
11/20	サルムサイ・ラオス外相と会談
11/20	 	プラック・ソコン・カンボジア上級大臣兼外

務国際協力相と会談
11/21	 	リベイロ・ポルトガル外務・国際協力担当相

と会談
11/21	 チョウ・ティン・スエ国家最高顧問府相と会談
11/21	 アリ・バングラデシュ外相と会談

来 ウィン・ミン下院議長 11/27-12/2 11/28	大島衆議院議長と会談
11/28	 伊達参議院議長と会談
12/1	 安倍総理大臣に表敬

往 石井国土交通大臣 12/10-12/11 第3回アジア・太平洋水サミット出席
12/11	 アウン・サン・スー・チー国家最高顧問に表敬
12/11	 	ヘンリー・ヴァン・ティオ副大統領及びタン・

スィン・マウン運輸通信相と会談
来 ティン・チョウ大統領 12/13-12/17 UHCフォーラム2017出席

12/14	安倍総理大臣と会談
モルディブ 来 アーシム外相 11/16-11/20 11/17	 河野外務大臣と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 11/25-11/26 11/26	ヤーミン大統領に表敬
11/26	アーシム外相と会談
11/26	 	日・モルディブ外交関係樹立50周年記念式典

出席
モンゴル 来 エンフボルド国家大会

議議長
3/27-3/31 3/28	 安倍総理大臣に表敬

来 ムンフオルギル外相 3/27-3/31 3/29	 岸田外務大臣と会談
来 ムンフオルギル外相 6/4-6/6 第23回国際交流会議「アジアの未来」出席
往 林総理特使 7/9-7/12 7/10	 大統領就任式典出席

7/10	 バトトルガ大統領に表敬
7/10	 エルデネバト首相に表敬
7/10	 日本人死亡者慰霊碑献花

往 大島衆議院議長 7/17-7/19 7/18	 エンフボルド国家大会議議長と会談
7/18	 エルデネバト首相と会談
7/18	 バトトルガ大統領と会談

ラオス 来 ソーンサイ副首相 3/5-3/10 閣僚級招へい
3/6	 岸田外務大臣と会談

来 トンルン首相 6/4-6/8 6/7	 安倍総理大臣と会談
来 サルムサイ外相 6/4-6/8 6/7	 岸田外務大臣と会談
往 小田原外務大臣政務官 7/12-7/13 7/13	 トンルン首相に表敬

7/13	 カンパオ外務副大臣と会談
往 堀井巌外務大臣政務官 9/16-9/18 9/18	 ソーンサイ副首相に表敬

9/18	 カンパオ外務副大臣と会談
9/18	 	ラオスに対する無償資金協力（食料援助）に

関する交換公文署名式出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程

（2）北米
カナダ 往 武井外務大臣政務官 7/27-7/28 政府関係者との会談等
米国 往 岸外務副大臣 1/9-1/11 1/9	 ヴァルストローム・スウェーデン外相と会談

1/9	 ウォックナー・エチオピア外相と会談
1/10	 国連安全保障理事会公開討論出席

往 松野文部科学大臣 1/11-1/16 1/11-12　	カリフォルニア大学バークレー校、スタン
フォード大学等訪問

1/14	 国立天文台すばる望遠鏡視察
往 稲田防衛大臣 1/12-1/13 1/13	 	在グアム米軍部隊及びグアム移転事業関連地

区の視察
往 薗浦外務副大臣 1/18 ジャパン・ハウス視察
往 岸田外務大臣 2/9-2/10 2/10	 ティラソン国務長官と会談
往 麻生副総理兼財務大臣 2/9-2/11 2/10	 ペンス副大統領と会談

2/10	 ムニューシン財務長官と会談
往 安倍総理大臣 2/9-2/12 2/10	 トランプ大統領と会談

2/10	 アーリントン国立墓地訪問
2/11	 日米共同記者会見

往 滝沢外務大臣政務官 3/11-3/15 3/11	 ジャパン・ハウスの物件視察
3/13	 第61回国連女性の地位委員会（CSW）出席

来 ティラソン国務長官 3/15-3/17 3/16	 安倍総理大臣に表敬
3/16	 岸田外務大臣と会談

往 世耕経済産業大臣 3/15-3/17 3/16	 コーン国家経済会議委員長と会談
3/16	 ペリー・エネルギー長官と会談
3/16	 ロス商務長官と会談

往 武井外務大臣政務官 3/19-3/20 3/19	 南太平洋戦没者慰霊公苑献花
3/20	 	在沖縄海兵隊のグアム移転に関連する米軍施

設・区域等の視察
3/20	 在グアム米軍関係者と意見交換

来 ペンス副大統領及び同
令夫人

4/18-4/19 4/18	 安倍総理大臣に表敬
4/18	 日米経済対話に出席

往 麻生副総理兼財務大臣 4/19-4/22 コロンビア大学講演
世界銀行・国際通貨基金（IMF）春総会出席
G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席
4/20	 ミード・メキシコ財務相と会談
4/20	 ラガルドIMF専務理事と会談
4/20	 ムニューシン財務長官と会談
4/20	 ハモンド英国財務相と会談
4/21	 サパン・フランス財務相と会談
4/21	 ムリヤニ・インドネシア財務相と会談
4/21	 キム世界銀行総裁と会談
4/21	 	チャクラバルティ欧州復興開発銀行（EBRD）

総裁と会談
往 岸田外務大臣 4/27-4/28 4/28	 北朝鮮の非核化に関する安保理閣僚級会合出席

4/28	 	ティラソン国務長官、ジョンソン英国外相、
王
お う

毅
き

中国外交部長、ンジャイ・セネガル外相、
ウォックナー・エチオピア外相、アブドラフマ
ノフ・カザフスタン外相、尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部
長官、グテーレス国連事務総長との会合

4/28	 日米韓外相会合出席
4/28	 ジョンソン英国外務・英連邦相と会談
4/28	 王

お う

毅
き

中国外交部長と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 麻生副総理兼財務大臣 5/1-5/2 「ミルケン・グローバルコンファレンス」出席

5/1	 ロス商務長官と会談
5/1	 チャオ運輸長官と会談

往 塩崎厚生労働大臣 5/2-5/7 5/3	 プライス保健福祉長官と会談
往 武井外務大臣政務官 5/24-5/26 5/25	 	「紛争下の文民保護（紛争下の医療）」の国連

安保理閣僚級公開討論出席
5/25	 ニン・ノボア・ウルグアイ外相と会談

往 薗浦外務副大臣 6/4-6/6 米国ユダヤ人協会（AJC）グローバル・フォーラムに
出席
バラクリシュナン・シンガポール外相と会談
エルダン・イスラエル公安相兼戦略問題相兼情報相と
会談

往 世耕経済産業大臣 6/28-6/30 6/29	 ロス商務長官と会談
6/29	 ライトハイザー通商代表と会談
6/29	 コーン国家経済会議委員長と会談

往 薗浦外務副大臣 7/9 ジャパン・ハウス関係者との協議
往 岸田外務大臣 7/16-7/18 7/17	 	持続可能な開発のための国連ハイレベル政治

フォーラム等出席
7/17	 ドーン・タイ外相と会談
7/17	 グテーレス国連事務総長と会談

往 武井外務大臣政務官 7/24-7/26 政府関係者との会談等
往 河野外務大臣 8/16-8/18 8/16	 アーリントン国立墓地訪問

8/16	 	マクマスター国家安全保障担当大統領補佐官
と会談

8/16	 オルブライト元国務長官と懇談
8/16	 国立日系米国人慰霊碑献花
8/17	 日米安全保障協議委員会（日米「2+2」）出席
8/17	 ティラソン国務長官と会談
8/17	 ライトハイザー通商代表と会談

往 小野寺防衛大臣 8/16-8/18 8/17	 日米安全保障協議委員会出席
8/17	 マティス国防長官と会談

往 岡本外務大臣政務官 9/5-9/6 中満泉国連軍縮担当上級代表等国連関係者と意見交換
往 河野外務大臣 9/17-9/22 第72回国連総会出席

9/18	 	コーン米国国家経済会議（NEC）議長主催朝
食会出席

9/18	 国連改革に関するハイレベル会合出席
9/18	 日米印外相会合出席
9/18	 ビショップ・オーストラリア外相と会談
9/18	 アリ・バングラデシュ外相と会談
9/18	 ラヴロフ・ロシア外相と会談
9/18	 	パレスチナ支援調整委員会（AHLC）閣僚会

合出席
9/19	 ジョンソン英国外務・英連邦相と会談
9/19	 	質の高いインフラ投資の推進に関するサイド

イベント出席
9/19	 	アブダッラー・アラブ首長国連邦外務・国際

協力相と会談
9/19	 フリーランド・カナダ外相と会談
9/19	 	モゲリーニEU外務・安全保障政策上級代表と

会談
9/20	 	グローバル・テロ対策フォーラム（GCTF）閣

僚会合出席
9/20	 	包括的核実験禁止条約（CTBT）発効促進会

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
9/20	 	国連PKO改革に関する安保理ハイレベル公開

討論出席
9/20	 安保理改革に関するG4外相会合出席
9/20	 ル・ドリアン・フランス外相と会談
9/20	 ヌネス・ブラジル外相と会談
9/20	「GUAM+日本」外相級会合出席
9/20	 アフリカ諸国外相と会談
9/20	 バリー・ブルキナファソ外相と会談
9/21	 	軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）外相会

合出席
9/21	 「不拡散」に関する安保理閣僚級会合出席
9/21	 	日・ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体

（CELAC）拡大トロイカ外相会合出席
9/21	 ガブリエル・ドイツ副首相兼外相と会談
9/21	 王

お う

毅
き

中国外交部長と会談
9/22	 イエメン人道状況ハイレベル会合出席
9/22	 ザリーフ・イラン外相と会談
9/22	 	康

カ ン

京
ギョン

和
フ ァ

韓国外務部長官と会談
往 安倍総理大臣 9/18-9/21 第72回国連総会出席及び一般討論演説実施

9/18	 	ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
促進に関するサイドイベント出席

9/18	 アフリカ安保理理事国首脳等との会合出席
9/18	 ネタニヤフ・イスラエル首相と会談
9/18	 食・観光レセプション出席
9/19	 ローハニ・イラン大統領と会談
9/19	 グテーレス国連事務総長と会談
9/19	 アブドッラー2世ヨルダン国王と会談
9/19	 グテーレス国連事務総長主催昼食会出席
9/19	 第4回日本・太平洋島嶼国首脳会合出席
9/20	 ニューヨーク証券取引所での経済スピーチ実施
9/20	 	HeForShe	IMPACT10x10x10	男女平等報告

書発表式出席
9/20	 マクロン・フランス大統領と会談
9/20	 バッハIOC会長による表敬
9/20	 一般討論演説実施
9/20	 エルドアン・トルコ大統領と会談
9/21	 プレンコビッチ・クロアチア首相と会談
9/21	 ライチャーク第72回国連総会議長と会談
9/21	 日米韓首脳会談出席
9/21	 トランプ大統領と会談
9/21	 日本人国際関係機関職員激励会出席

往 麻生副総理兼財務大臣 10/16-10/17 日米経済対話第2回会合出席
10/16	ムニューシン財務長官と会談
10/16	コーン国家経済会議（NEC）委員長と会談
10/16	ロス商務長官と会談

来 トランプ大統領及び同
令夫人

11/5-11/7 公式実務訪問賓客
11/6	 天皇皇后両陛下と御会見（夫人同伴）
11/6	 安倍総理大臣と会談

往 吉野復興大臣 11/12-11/15 11/13-11/14　米日カウンシル年次総会出席
来 ティラソン国務長官 11/5-11/7 11/5	 河野外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 佐藤外務副大臣 12/11-12/13 12/11	 南太平洋戦没者慰霊公苑（グアム）で献花

12/12	 	在沖縄海兵隊のグアム移転に関連する米軍施
設・区域等の視察

12/12	 在グアム米軍関係者と意見交換
12/13	 	サイパンの中部太平洋戦没者の碑（サイパン）

で献花
往 河野外務大臣 12/14-12/16 12/15	 	不拡散（北朝鮮）に関する安保理閣僚級会合

出席
12/15	グテーレス国連事務総長と会談
12/15	ライチャーク第72回国連総会議長と会談
12/15	ティラソン国務長官と会談
12/15	ヴァルストローム・スウェーデン外相と会談
12/15	クリムキン・ウクライナ外相と会談

（3）中南米
アルゼンチン 往 薗浦外務副大臣 5/2 ビジャグラ外務副大臣と会談

アルゼンチン日本商工会議所関係者との意見交換
来 マクリ大統領及び同令
夫人

5/18-5/20 公式実務訪問賓客
5/19	 安倍総理大臣と会談
5/20	 天皇皇后両陛下と御会見（夫人同伴）

来 マルコーラ外相 7/14-7/15 5/19	 岸田外務大臣と会談
往 岡本外務大臣政務官 12/10-12/14 第11回WTO閣僚会議（MC11）出席

12/10	ライモンディ筆頭外務副大臣と会談
12/12	 	ロンバルディ公共メディア・コンテンツ・シス

テム担当長官と会談
12/13	フォリー外務・宗務相と会談

往 世耕経済産業大臣 12/11-12/13 第11回WTO閣僚会議（MC11）出席
12/11	 	ランゲ欧州委員、サール・セネガル商業・消

費・インフォーマルセクター・中小企業相とそ
れぞれ個別に会談

12/12及び12/13　	マルコーラMC11議長、グアハル
ド・メキシコ経済産業相、マルム
ストローム欧州委員、アゼドベ
WTO事務局長、ライトハイザー
米国通商代表、オレシュキン・ロ
シア経済発展相兼対日貿易経済
協力担当大統領特別代表、チオ
ボー・オーストラリア貿易・観
光・投資相、デービス南アフリカ
貿易産業相とそれぞれ個別に会談

12/12	三極貿易大臣会合出席
12/13	電子商取引有志国閣僚会合出席

ウルグアイ 往 岡本外務大臣政務官 9/3-9/4 ニン・ノボア外相と会談
ウルグアイ日本友好議員連盟と会談

キューバ 往 薗浦外務副大臣 3/9-3/11 3/11	 第22回カリブ諸国連合（ACS）閣僚会議出席
3/11	 マルミエルカ外国貿易・外国投資相と会談

グアテマラ 往 岡本外務大臣政務官 12/14-12/15 12/15	カブレラ副大統領と会談
12/15	チンチージャ国会議長と会談
12/15	ロペス教育相と会談
12/15	モラレス通信インフラ住宅相と会談

コスタリカ 往 薗浦外務副大臣 5/4 ソリス大統領に表敬
来 サンス外務宗務相 9/8 河野外務大臣と会談

コロンビア 往 薗浦外務副大臣 5/3 ラコトゥール商工観光相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ジャマイカ 往 薗浦外務副大臣 7/27 ジョンソン＝スミス外務・貿易相と会談

リード教育・青年・情報相と会談
グランジ娯楽・スポーツ・文化・ジェンダー相と会談

スリナム 往 薗浦外務副大臣 7/25-7/27 7/26	 ボータッセ大統領に表敬
7/26	 	ポラック＝ビゲリ外相及びアルゴ農業・畜産・

水産相と会談
セントルシア 往 薗浦外務副大臣 7/24-7/25 7/25	 	フロッド＝ボブラン財務・経済成長・雇用成

長・外務・公共サービス相と会談
7/25	 	ウォルターズ国際捕鯨委員会コミッショナーと

会談
チリ 往 薗浦外務副大臣 1/16 ムニョス外相に表敬

往 薗浦外務副大臣 3/15 「アジア太平洋地域における統合イニシアティブに関
するハイレベル対話」出席
ムニョス外相と会談
オルギン・コロンビア外相と会談
ラコトゥール・コロンビア商工観光相と会談
ベラ・ペルー通商観光副大臣と会談

来 エスピノサ下院議長 9/3-9/9 9/4	 中根外務副大臣と会談
9/4	 大島衆議院議長と会談

往 秋篠宮同妃両殿下 9/25-10/2 9/27	 	バチェレ大統領表敬
9/27	 日チリ外交関係樹立120周年記念式典御臨席
9/27	 大統領主催午餐会御臨席

トリニダード・
トバゴ

往 薗浦外務副大臣 7/23-7/24 7/24	 モーゼス外相と会談
7/24	 	スーマー・カリブ諸国連合（ACS）事務局長

と会談
ニカラグア 往 薗浦外務副大臣 5/5 オルテガ大統領及びムリージョ副大統領に表敬

モンカダ外相と会談
ハイチ 往 薗浦外務副大臣（総理

特使）
2/6-2/7 2/6	 モイーズ新大統領に表敬

2/7	 大統領就任式出席
パナマ 往 武井外務大臣政務官 7/29 パナマ運河視察、運河庁関係者と意見交換

来 サイン・マロ副大統領
兼外相

8/31-9/5 外務省賓客
9/1	 河野外務大臣と会談

パラグアイ 往 薗浦外務副大臣 5/1 パラグアイ日本商工会議所関係者と意見交換
パラグアイ・日本・人造りセンター視察
日系人と懇談

往 岡本外務大臣政務官 9/1-9/2 ロイサガ外相と会談
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件「ジャグア
ロン市道路整備計画」の落成式出席
「日本・パラグアイ人造りセンター」視察
アスンシオン市及びラ・コメルナ市において、現地日
系社会関係者と懇談
パラグアイに進出している日系企業代表と懇談、ビジ
ネス環境整備について意見交換

往 世耕経済産業大臣 12/13-12/14 12/14	カルテス大統領に表敬
12/14	レイテ商工相と会談

バルバドス 往 武井外務大臣政務官 5/19 カリブ共同体（カリコム）外交・共同体関係理事会会
議（COFCOR）出席
スチュアート首相に表敬
ラシュリー・スポーツ・文化・青少年相と会談

ブラジル 往 麻生副総理兼財務大臣 4/30 ジャパン・ハウス開会式出席
テメル大統領と会談

往 薗浦外務副大臣 4/30-5/1 4/30	 ジャパン・ハウス開会式出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 岡本外務大臣政務官 8/30-8/31 8/31	 	日ブラジル両国政府主催「第1回日伯インフラ

協力会合」出席
8/31	 ガルヴァオン外相代行と会談
8/31	 フルラン下院外交防衛委員長と会談
8/31	 ベヒエル中央銀行副総裁と会談
8/31	 ニシモリ下院議員と会談

ベリーズ 往 武井外務大臣政務官 1/9-1/11 1/9	 	ファバー副首相兼教育・文化・青年・スポー
ツ（科学・技術）相と会談

1/10	 	コントレラス第二副首相兼経済開発・石油・
投資・貿易・商業相及びハルス外相代行と会
談

ペルー 往 薗浦外務副大臣 1/16-1/18 ビカスラ第一副大統領兼運輸通信相と会談
ルナ外相と会談
サルガド国会議長と会談

来 ビスカラ第一副大統領
兼運輸通信相

2/11-2/18 2/14	 薗浦外務副大臣と会談

ボリビア 往 武井外務大臣政務官 7/16-7/18 7/18	 政府要人と会談
往 武井外務大臣政務官 8/3 ボリビア国祭日レセプション出席

ホンジュラス 往 武井外務大臣政務官 7/30-7/31 アルセロ総括相と会談
メキシコ 往 武井外務大臣政務官 1/11-1/14 1/13	 	ビジネス環境整備委員会第9回会合出席（共

同議長）
往 薗浦外務副大臣 3/16 ビデガライ外相と会談

日墨協会を視察
往 武井外務大臣政務官 5/20-5/21 5/20	 日本文化フェスティバル出席

5/20	 	日本人メキシコ移住者の足跡訪問及び日系人・
在留邦人代表と意見交換

来 ビデガライ外相 7/30-8/5 外務省賓客
7/31	 岸田外務大臣と会談

（4）欧州
アイスランド 往 松野文部科学大臣 7/18-7/20 7/19	 トールダルソン外相と会談
アイルランド 往 岸田外務大臣 1/9-1/10 1/9	 フラナガン外務・貿易相と会談

1/9	 	日・アイルランド外交関係樹立60周年オープ
ニング式典出席

1/10	 ケニー首相に表敬
来 フラナガン外務・貿易
相

2/26-3/4 外務省賓客
3/1	 岸田外務大臣と会談

アルバニア 往 岸外務副大臣 7/17-7/18 7/17	 ブシャティ外相と会談
7/17	 	在アルバニア日本国大使館開館レセプション

出席
7/18	 ニシャニ大統領に表敬
7/18	 メタ国会議長に表敬
7/18	 ラマ首相に表敬

イタリア 往 安倍総理大臣 3/21 ジェンティローニ首相と会談
往 滝沢外務大臣政務官 4/8-4/11 G7エネルギー大臣会合出席

4/9	 カレンダ経済振興相と懇談
4/9	 ペリー米国エネルギー長官と懇談
4/9	 カー・カナダ天然資源相と懇談
4/9	 	ビロル国際エネルギー機関（IEA）事務局長と

会談
4/11	 	グラツィアーノ国連食糧農業機関（FAO）事

務局長と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 岸田外務大臣 4/9-4/11 G7外相会合出席

4/10	 ティラソン米国国務長官と会談
4/10	 	モゲリーニEU外務・安全保障政策上級代表

兼欧州委員会副委員長と会談
4/10	 アルファーノ外務・国際協力相と会談
4/11	 ガブリエル・ドイツ連邦副首相兼外相と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 5/11-5/14 G7財務大臣・中央銀行総裁会議出席
5/12	 ムニューシン米国財務長官と会談
5/13	 モルノー・カナダ財務相と会談

往 安倍総理大臣 5/25-5/27 G7タオルミーナ・サミット出席
5/26	 マクロン・フランス大統領と会談
5/26	 	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
5/26	 トランプ米国大統領と会談
5/27	 グテーレス国連事務総長と会談
5/27	 ケニヤッタ・ケニア大統領と会談

往 山本環境大臣 6/10-6/12 G7環境大臣会合出席
6/10	 	ヘンドリクス・ドイツ環境・自然保護・建設・

原子炉安全相と会談
6/11	 プルイット　米国環境保護庁長官と会談
6/11	 エスピノサUNFCCC事務局長と会談
6/11	 	カニェテEU気候・エネルギー担当欧州委員と

会談
6/12	 マッケナ・カナダ環境相と会談

往 石井国土交通大臣 6/20-6/23 G7交通大臣会合出席
6/21	 チャオ米国運輸長官と会談
6/21	 ブルツ欧州委員会運輸担当委員と会談
6/22	 	グレイリング英国運輸相、ドブリント・ドイツ

連邦交通・デジタルインフラ相及びガルノー・
カナダ運輸相とそれぞれ個別に会談

往 大島衆議院議長 9/7-9/9 9/7	 フィノッキアーロ議会関係担当相と会談
9/8		タヤーニ欧州議会議長と会談
9/8		第15回G7下院議長会議出席
9/9	 マッタレッラ大統領と会談

ウクライナ 来 パルビー最高会議議長 2/26-3/2 外務省の閣僚級招へい
3/2	 皇太子殿下と御接見
3/2	 安倍総理大臣に表敬

往 世耕経済産業大臣 5/4 チェルノブイリ原子力発電所視察
プリピャチ市及びチェルノブイリ市視察

往 中根外務副大臣 11/9-11/10 11/9	 	「ウクライナにおける日本年」関連行事開会式
典出席

11/9	 フロイスマン首相に表敬
11/9	 クリムキン外相に表敬

英国 往 薗浦外務副大臣 4/4 アヌレー外務・英連邦閣外相と会談
往 安倍総理大臣 4/28-4/29 4/28	 メイ首相と会談
往 武井外務大臣政務官 5/10-5/11 5/10	 ウォックナー・エチオピア外相と会談

5/11	 ソマリアに関するロンドン会合出席
5/11	 ユスフ・ソマリア外務国際協力相と会談

往 滝沢外務大臣政務官 7/5-7/6 「ウクライナの改革に関するロンドン会議」出席
7/6	 フィールド外務・英連邦閣外相と会談

来 ジョンソン外務・英連
邦相

7/20-7/22 7/21	 安倍総理大臣に表敬
7/21	 	岸田外務大臣と会談（第6回日英外相戦略対

話）
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 メイ首相 8/30-9/1 公賓

8/31	 安倍総理大臣と会談
9/1	 天皇陛下が御引見

往 河野外務大臣 12/13-12/14 12/14	ジョンソン外務・英連邦相と会談
12/14	 第3回日英外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）出席

往 小野寺防衛大臣 12/13-12/15 12/14	ウィリアムソン国防相と会談
12/14	 第3回日英外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）出席

エストニア 往 中根外務副大臣 11/5-11/6 11/6	 ミクセル外相と会談
オーストリア 往 岸田外務大臣 5/2 クルツ欧州・統合・外務担当相と会談

NPT運用検討会議第1回準備委員会における一般討論
演説
軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）諸国の首席代
表と会談
広島県主催サイドイベントで挨拶
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事務局長による表敬
フェドートフ国連薬物・犯罪事務所（UNODC）事務
局長と会談

往 松山内閣府特命担当大
臣（科学技術政策）

9/16-9/20 9/17	 ペリー米国エネルギー省長官と会談
9/18	 IAEA総会出席
9/18	 天野IAEA事務局長と会談
9/18	 	ヴェルベルドゥ・フランス原子力・代替エネル

ギー庁長官と会談
往 中根外務副大臣 12/7-12/8 第24回欧州安全保障協力機構（OSCE）外相理事会

出席
12/7	 	グレミンガー欧州安全保障協力機構（OSCE）

事務総長と会談
12/7	 	パリーゼク・スロバキア外務欧州問題副大臣

と会談
12/8	 	ガルブル・モルドバ副首相兼外務欧州統合相

と会談
ギリシャ 往 岸外務副大臣 1/14-1/16 1/16	 カトゥルガロス外務副大臣と会談

往 伊達参議院議長 12/15-12/16 12/15	ヴチス国会議長と会談
クロアチア 往 岸外務副大臣 7/20-7/22 7/20	 グラバル=キタロビッチ大統領に表敬

7/20	 プレンコビッチ首相に表敬
7/20	 	ペイチノビッチ=ブリッチ副首相兼外務・欧州

問題相と会談
スイス 往 鶴保内閣府特命担当大

臣（科学技術政策）
1/12-1/14 1/13	 	デルアンブロージオ教育研究イノベーション

庁長官と会談
往 加藤内閣府特命担当大
臣（男女共同参画）

1/17-1/18 1/18	 	世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）
出席

往 塩崎厚生労働大臣 1/18 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）出席
スキッパーズ・オランダ保健・福祉・スポーツ相と会談
スブラマニアム・マレーシア保健相と会談

往 薗浦外務副大臣 1/19-1/20 1/20	 世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合出席
往 滝沢外務大臣政務官 2/26-2/28 2/28	 第34回人権理事会ハイレベル・セグメント出席

2/28	 ジュネーブ軍縮会議（CD）公式本会議出席
2/28	 対人地雷禁止条約第2回プレッジング会合出席
トムソン国連総会議長、マウラー赤十字国際委員会
（ICRC）総裁、ブルカルテール・スイス外相及びジャ
ネリゼ・ジョージア外相とそれぞれ個別に会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 滝沢外務大臣政務官 4/24-4/25 イエメン人道危機ハイレベル・プレッジ会合出席

4/25	 ビンダグル・イエメン首相と会談
4/25	 ミフラーフィ・イエメン外相と会談

往 中川環境大臣 9/29 水銀に関する水俣条約締約国会議第1回会合出席
ガーバー米国国務省海洋・国際環境・科学局担当次官
補代理と会談
ヴェッラ環境・海事・漁業担当欧州委員と会談

スウェーデン 往 加藤内閣府特命担当大
臣（男女共同参画）

1/16-1/17 1/17	 レフラ家族問題・社会サービス相と会談

来 ヴィクトリア皇太子殿
下

4/18-4/22 4/18	 天皇皇后両陛下と御昼餐
4/21	 皇太子同妃両殿下と晩餐

往 安倍総理大臣 7/8-7/9 7/9	 ロヴェーン首相と会談
スペイン 往 伊達参議院議長 1/8-1/11 1/10	 ガルシア＝エスクデロ上院議員と会談

1/10	 パストール下院議長と会談
来 フェリペ6世国王王妃
両陛下

4/4-4/7 国賓
4/5	 天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐
4/6	 安倍総理大臣夫妻と懇談・総理夫妻主催晩餐会
4/7	 静岡県静岡市御視察（天皇皇后両陛下御案内）

来 ダスティス外務・協力
相

4/4-4/7 4/5	 岸田外務大臣と会談

往 滝沢外務大臣政務官 7/26-7/28 7/26	 現地日系企業関係者との意見交換
7/28	 カストロ外務・協力省外交長官と会談

スロバキア 往 中根外務副大臣 12/7 フェレンツ経済副大臣と会談
セルビア 往 中根外務副大臣 9/7-9/8 9/8	 ブチッチ大統領に表敬

9/8	 ブルナビッチ首相に表敬
9/8	 	「ニコラ・テスラ火力発電所排煙脱硫装置建設

計画」工事契約署名式出席
チェコ 往 岸田外務大臣 1/7-1/9 1/8	 ザオラーレク外相と会談

1/9	 ソボトカ首相に表敬
1/9	 ハマーチェク下院議長に表敬

来 ソボトカ首相 6/27-6/30 実務訪問賓客
6/27	 安倍総理大臣と会談
6/28	 皇太子殿下と御接見
6/28	 大島衆議院議長と会談

往 世耕経済産業大臣 8/21-8/22 8/21	ハヴリーチエク産業貿易相と会談
デンマーク 往 岸外務副大臣 1/18 サムエルセン外相に表敬

日デンマーク外交関係樹立150周年記念式典出席
往 加藤内閣府特命担当大
臣（少子化対策）

5/1-5/3 5/2	 メルカド児童・社会相と会談

往 皇太子殿下 6/15-6/20 6/16	 デンマーク国際貢献顕彰碑御供花
6/16	 邦楽コンサート「箏の響き」御鑑賞
6/18	 マルグレーテ2世女王陛下主催御昼食会御臨席
6/19	 フレデリック皇太子同妃両殿下との御夕食
6/20	 ラスムセン首相と御接見

往 安倍総理大臣 7/10-7/11 7/10	 	日デンマーク外交関係樹立150周年「王室に
おける日本」展視察

7/10	 ラスムセン首相と会談
来 フレデリック皇太子同
妃両殿下

10/8-10/13 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10/9-12）
10/11	 天皇皇后両陛下と御昼餐
10/11	 皇太子同妃殿下と晩餐
10/12	 外交関係樹立150周年記念式典御出席

来 サムエルセン外相 10/10-10/13 10/11	 河野外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ドイツ 往 鶴保内閣府特命担当大

臣（科学技術政策）
1/8-1/12 1/12	 ヴァンカ教育研究相と会談

往 金田法務大臣 1/9-1/11 1/10	 マース連邦司法・消費者保護相と会談
往 岸田外務大臣 2/16-2/17 G20外相会合出席

2/16	 	クラフト・ノルトライン・ヴァストファーレン
州首相との懇談

2/16	 ジョンソン英国外務・英連邦相と会談
2/16	 アルファーノ・イタリア外務・国際協力相と会談
2/16	 日米韓外相会合出席
2/17	 王

お う

毅
き

中国外交部長と会談
2/17	 尹

ユ ン

炳
ビョン

世
セ

韓国外交部長官と会談
2/17	 ラヴロフ・ロシア外相と会談
2/17	 マルムストローム欧州委員（貿易担当）と会談

往 小田原外務大臣政務官 2/18-2/19 第53回ミュンヘン安全保障会議出席
2/18	 アリ・バングラデシュ外相と会談
2/18	 グランディ国連難民高等弁務官と会談
2/18	 タバン・デン南スーダン第一副大統領と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 3/16-3/18 G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席
3/17	 ムニューシン米国財務長官と会談
3/18	 肖

しょう

捷
しょう

中国財政部長と会談
往 安倍総理大臣 3/19-3/20 3/20	 CeBIT（情報見本市）に出席

3/20	 メルケル首相と会談
往 世耕経済産業大臣 3/19-3/21 3/19	 ツィプリス経済エネルギー相と会談

3/19	 アンシプ欧州委員会副委員長と会談
3/20	 CeBIT（情報見本市）に出席

往 安倍総理大臣 7/6-7/8 7/6	 日米韓首脳会談
7/7～7/8　G20ハンブルク・サミット出席
7/7	 文

ム ン

在
ジ ェ

寅
イ ン

韓国大統領と会談
7/7	 モディ・インド首相と会談
7/7	 エルドアン・トルコ大統領と会談
7/7	 プーチン・ロシア大統領と会談
7/8	 習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席と会談
7/8	 メイ英国首相と会談
7/8	 リー・シェンロン・シンガポール首相と会談
7/8	 ソールベルグ・ノルウェー首相と会談
7/8	 トランプ米国大統領と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 7/6-7/9 G20ハンブルク・サミット出席
7/7	 ル・メール・フランス経済・財務相と会談

往 松野文部科学大臣 7/20 マックスプランク研究所訪問
往 中川環境大臣 11/13-11/17 気候変動枠組条約	（UNFCCC）	第23回締約国会議

（COP23）等出席
11/14	 	カニェテEU気候・エネルギー担当欧州委員と

会談
11/14	 解

か い

振
し ん

華
か

中国気候変動事務特別代表と会談
11/14	 エスピノサUNFCCC事務局長と会談
11/15	 	フライデンバーグ・オーストラリア環境エネル

ギー相と会談
11/15	 マッケナ・カナダ環境相と会談
11/15	 ショー・ニュージーランド気候変動相と会談
11/15	 	バーグマン・アルゼンチン環境・持続可能な

開発相と会談
バチカン 来 ギャラガー外務長官 1/31 1/31	 安倍総理大臣に表敬

1/31	 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
ハンガリー 来 シーヤールトー外務貿

易相
2/13-2/14 2/13	 岸田外務大臣と会談

フィンランド 往 安倍総理大臣 7/9-7/10 7/10	 ニーニスト大統領と会談
往 滝沢外務大臣政務官 7/25-7/26 7/26	 ヴァンハネン国会外務委員長と会談
往 世耕経済産業大臣 8/22-8/25 8/23	 ミュッカネン外国貿易・開発相と会談

8/23	 リンティラ経済相と会談
8/25	 	ティーリカイネン住宅・エネルギー・環境相と

会談
フランス 往 岸田外務大臣 1/5-1/7 1/6	 	エロー外務・国際開発相と会談（第6回日仏

外相戦略対話）
1/6	 	第3回日仏外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）出

席
往 稲田防衛大臣 1/5-1/7 1/5	 ル・ドリアン国防相と会談

1/6	 第3回日仏外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）出席
1/6	 ファビウス憲法院院長と会談

往 滝沢外務大臣政務官 1/9-1/10 1/10	 ラ・セーヌ・ミュジカル視察
1/10	 ニースにおけるテロ事件現場にて献花

往 薗浦外務副大臣 1/15 中東和平に関する閣僚級会合出席
ジヒナウイ・チュニジア外相と会談

往 塩崎厚生労働大臣 1/16-1/17 OECD保健大臣会合及び政策フォーラム出席
1/16	 グリアOECD事務総長と会談
1/16	 カスティージョ・チリ保健相と会談
1/16	 ホイエ・ノルウェー保健相と会談
1/17	 ロレンツィン・イタリア保健相と会談
1/17	 ハント英国保健相と会談
1/17	 グレーエ・ドイツ連邦保健相と会談

往 安倍総理大臣 3/20-3/21 3/20	 オランド大統領と会談
往 世耕経済産業大臣 3/20 ロワイヤル環境・エネルギー・海洋相と「民生用原子

力協力に関する意図表明」に署名
往 薗浦外務副大臣 6/7-6/8 6/7-6/8　OECD閣僚理事会出席

6/8	 WTO非公式閣僚会合出席
往 堀井巌外務大臣政務官 10/29-10/30 10/30	OECD開発援助委員会ハイレベル会合出席

10/30	パテル英国国際開発相と会談
往 林文部科学大臣 11/2-11/5 11/3	 第39回ユネスコ総会出席

11/3	 アズレー次期ユネスコ事務局長と会談
11/3	 ボコバ・ユネスコ事務局長と会談
11/3	 ブランケール国民教育相と会談
11/3	 アスハイム・ノルウェー教育研究相と会談
11/3	 フィノッキアーロ・アルゼンチン教育相と会談
11/4	 国際核融合実験炉（ITER）建設サイト視察

往 中根外務副大臣 11/6-11/8 11/7-11/8　	第26回国際エネルギー機関（IEA）閣僚
理事会出席

往 岡本外務大臣政務官 11/14-11/16 11/15	 第162回博覧会国際事務局（BIE）総会出席
往 河野外務大臣 12/11-12/13 12/11	 アバーディー・イラク首相と会談

12/12	気候変動サミット（One	Planet	Summit）出席
12/13	アズレー・ユネスコ事務局長と会談

ベルギー 往 稲田防衛大臣 1/4-1/5 1/5	 ストルテンベルグNATO事務総長と会談
来 ブラッケ下院議長 2/26-3/3 2/27	 天皇陛下が御引見

2/27	 安倍総理大臣に表敬
2/28	 皇太子殿下と御接見

往 安倍総理大臣 3/21 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
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 薗浦外務副大臣 4/5 シリア及び地域の将来の支援に関するブリュッセル会

合出席
ハーリド・クウェート第一副首相兼外相と会談
ファーフーリー・ヨルダン計画・国際協力相と会談

往 安倍総理大臣 7/5-7/6 7/5	 ミシェル首相と夕食会
7/6	 ストルテンベルグNATO事務総長と会談
7/6	 第24回日EU定期首脳協議出席

往 岸田外務大臣 7/5-7/6 7/5	 マルムストローム欧州委員と会談
往 薗浦外務副大臣 7/11 日・EUビジネス・ラウンドテーブル出席
往 世耕経済産業大臣 7/11-7/12 7/11	 日・EUビジネス・ラウンドテーブル出席

7/11	 	カニェーテ欧州委員会委員（気候変動対策・
エネルギー担当）と会談

7/11	 	カタイネン欧州委員会副委員長（雇用・成長・
投資・競争担当）と会談

7/11	 	アンシプ欧州委員会副委員長（デジタル単一
市場担当）及びヨウロバー委員（司法等担当）
と会談

ボスニア・
ヘルツェゴビナ

来 ツルナダグ外相 10/29-11/2 10/31	 河野外務大臣と会談

ポーランド 来 ヴァシチコフスキ外相 5/18-5/20 5/18	 岸田外務大臣と会談
5/19	 皇太子殿下と御接見

ポルトガル 往 滝沢外務大臣政務官 1/11-1/12 1/11	 リベイロ外務・国際協力担当副大臣と会談
マケドニア 往 中根外務副大臣 9/5-9/7 9/6	 	「スコピエ大学医療センター消化器医療機材整

備計画」引渡式出席
9/6	 トチ外務副大臣と会談
9/6	 	在マケドニア日本国大使館開館レセプション

出席
9/7	 イヴァノフ大統領に表敬
9/7	 ザーエフ首相に表敬
9/7	 ジャフェリ国会議長に表敬

マルタ 往 安倍総理大臣 5/27 ムスカット首相と会談
モナコ 往 滝沢外務大臣政務官 1/10-1/11 1/10	 トネリ外相と会談
ラトビア 来 クチンスキス首相 12/6-12/9 12/6	 安倍総理大臣と会談
リトアニア 来 リンケビチュウス外相 5/6-5/11 5/10	 岸田外務大臣と会談

往 滝沢外務大臣政務官 5/24-5/25 5/25	 	アジア欧州会合（ASEM）女性の経済的エン
パワーメントに関する会合」に出席

5/25	 リンケビチュウス外相に表敬
5/25	 ククライティス社会保障労働相と会談

ルクセンブルク 来 アセルボーン外務・欧
州相

5/31-6/1 5/31	 岸田外務大臣と会談
6/1	 岸外務副大臣と会談

来 アンリ大公殿下及びア
レクサンドラ王女殿下

11/25-11/30 国賓（国賓としての滞在期間は11/27-30）
11/27	 	天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐（アレク

サンドラ王女殿下御同席）
11/28	茨城県御視察（天皇皇后両陛下御案内）
11/28	安倍総理大臣と懇談・晩餐会

来 アセルボーン外務・欧
州相

11/26-11/28 11/27	 河野外務大臣と会談

ルーマニア 往 岸外務副大臣 7/19-7/20 7/19	 メレシュカーヌ外相と会談
7/19	 ヨハニス大統領に表敬
7/19	 トゥドセ首相に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス
アゼルバイジャン 往 堀井学外務大臣政務官 9/14-9/15 9/14	 	カスピ海・ACG（アゼリ・チラグ・グナシリ）

油田のPSA（生産分与協定）契約延長式典出席
9/14	 アリエフ大統領に表敬
9/15	 アリエヴァ第一副大統領に表敬
9/15	 ラヒモフ青年スポーツ相と会談
9/15	 シャリホフ副首相に表敬

アルメニア 来 サハキャン共和国国民
議会議長

1/29-2/3 1/30	 大島衆議院議長と会談
1/30	 安倍総理大臣に表敬
1/31	 伊達参議院議長と会談

往 滝沢外務大臣政務官 6/28-6/29 6/29	 ナルバンジャン外相と会談
6/29	 ファルマニャン日本友好議員連盟会長と会談
6/29	 サルグシャン大統領に表敬

カザフスタン 往 世耕経済産業大臣 7/21-7/22 アスタナ国際博覧会ジャパンデー参加
7/22	 サギンタエフ首相に表敬

往 中根外務副大臣 8/21-8/22 8/22	 アスタナ国際博覧会を訪問
8/22	 アブドラフマノフ外相と会談

キルギス 来 アブディルダエフ外相 3/29-4/2 3/29	 岸外務副大臣と会談
3/30	 岸田外務大臣と会談

ジョージア 来 ジャネリゼ外相 5/30-6/5 5/30	 岸外務副大臣と会談
6/2	 岸田外務大臣と会談

往 滝沢外務大臣政務官 6/26-6/28 6/27	 クヴィリカシヴィリ首相に表敬
6/27	 アラヴィゼ地方発展インフラ相と会談
6/28	 ジャネリゼ外相と会談

トルクメニスタン 往 岸田外務大臣 4/30-5/2 4/30	 ベルディムハメドフ大統領に表敬
4/30	 カミーロフ・ウズベキスタン外相と会談
4/30	 メレドフ副首相兼外相と会談
5/1	 アブドラフマノフ・カザフスタン外相と会談
5/1	 アブディルダエフ・キルギス外相と会談
5/1	 「中央アジア＋日本」対話・第6回外相会合出席
5/1	 アスロフ・タジキスタン外相と会談

来 メレドフ副首相兼外相 6/25-6/26 6/26	 岸田外務大臣と会談
6/26	 第12回日トルクメニスタン経済合同会議に出席

往 堀井学外務大臣政務官 9/15-9/18 9/17	 第5回アジア室内競技格闘技大会開会式出席
9/18	 メレドフ副首相兼外相と会談

往 堀井学外務大臣政務官 11/28-11/29 11/29	エネルギー憲章会議第28回会合出席
11/29	ルスナック・エネルギー憲章事務局長と会談
11/29	メレドフ副首相兼外相と会談
11/29	ババエフ副首相と会談
11/29	アマンゲルディエフ副首相と会談

ロシア 往 世耕経済産業大臣兼ロ
シア経済分野協力担当
大臣

1/8-1/13 1/11	 	シュヴァロフ第一副首相及びオレシュキン経
済産業相と会談

1/12	 マトヴィエンコ連邦院議長と会談
1/12	 マントゥロフ産業商務相と会談
1/12	 	ノヴァク・エネルギー相と第2回エネルギー・

イニシアティブ協議会開催
往 岸外務副大臣 1/16-1/18 1/17	 マントゥロフ産業商務相と会談

1/17	 	シュヴィトコイ国際文化協力担当大統領特別
代表と会談

来 ラヴロフ外相 3/20-3/21 3/20	 日露外務・防衛・閣僚協議（「2＋2」）開催
3/20	 岸田外務大臣と会談

往 安倍総理大臣 4/27-4/28 4/27	 プーチン大統領と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 世耕経済産業大臣兼ロ
シア経済分野協力担当
大臣

4/27-4/30 4/28	 	オレシュキン経済発展相兼対日貿易経済協力
担当大統領特別代表及びシュヴァロフ第一副
首相と会談

往 世耕経済産業大臣兼ロ
シア経済分野協力担当
大臣

6/1-6/4 6/2	 サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム出席
6/2	 日露ラウンドテーブル出席
6/2	 	オレシュキン経済発展相兼対日貿易経済協力

担当大統領特別代表と会談
来 ゴロジェッツ副首相 6/4-6/6 政府要人と会談
来 シュヴァロフ第一副首
相

7/6-7/7 7/7	 	岸田外務大臣と貿易経済に関する日露政府間
委員会共同議長間会合を開催

7/7	 	高村自民党副総裁と「ロシアにおける日本
年」・「日本におけるロシア年」組織委員会共
同議長間会合を開催

往 世耕経済産業大臣兼ロ
シア経済分野協力担当
大臣

7/8-7/13 産業総合博覧会イノプロム2017出席
日露産業フォーラム出席
7/10	 マントゥロフ産業商務相と会談
7/10	 	オレシュキン経済発展相兼対日貿易経済協力

担当大統領特別代表と会談
往 松野文部科学大臣 7/14-7/17 7/14-15　ユネスコスポーツ大臣会合（MINEPS）出席

7/15	 コロプコフ・スポーツ相と会談
7/15	 フレセル・フランス・スポーツ相と会談
7/17	 ゴロジェッツ副首相と会談

往 安倍総理大臣 9/6-9/7 東方経済フォーラム出席
9/7	 プーチン大統領と会談
9/7	 文

ム ン

在
ジ ェ

寅
イ ン

韓国大統領と会談
往 河野外務大臣 9/6-9/7 東方経済フォーラム出席

シュヴァロフ第一副首相と貿易経済に関する日露政府
間委員会共同議長間会合を開催
9/7	 康

カ ン

京
ギョン

和
フ ァ

韓国外交部長官と会談
往 世耕経済産業大臣兼ロ
シア経済分野協力担当
大臣

9/6-9/7 東方経済フォーラム出席
9/6	 ビン・ベトナム共産党経済委員長と会談
9/7	 第4回エネルギー・イニシアティブ協議会出席
9/7	 日露ビジネス・ラウンドテーブル出席
9/7	 	オレシュキン経済発展相兼対日貿易経済協力

担当大統領特別代表と会談
9/7	 シュヴァロフ第一副首相と会談

往 加藤厚生労働大臣 9/6-9/7 東方経済フォーラム出席
9/7	 スクヴォルツォヴァ保健相と会談

往 松山内閣府特命担当大
臣（科学技術政策）

9/6-9/7 東方経済フォーラム出席

来 ドヴォルコヴィッチ副
首相

10/1-10/2 10/1	 安倍総理大臣に表敬

往 河野外務大臣 11/23-11/25 11/24	ラヴロフ外相と会談
11/24	 	シュヴァロフ第一副首相と貿易経済に関する

日露政府間委員会を開催
往 世耕経済産業大臣兼ロ
シア経済分野協力担当
大臣

12/18-12/19 12/18	日本投資家デー出席
12/18	 	トルトネフ副首相兼極東連邦管区大統領全権

代表と会談

（6）中東と北アフリカ
アフガニスタン 往 薗浦外務副大臣 1/8 ガーニ大統領に表敬

アブドッラー行政長官に表敬
第3回日・アフガニスタン政策協議出席

アラブ首長国連邦 往 伊達参議院議長 1/14-1/15 1/14	 在留邦人との懇談及び視察
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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 1/15-1/16 1/15	 ムハンマド・アブダビ皇太子に表敬

1/15	 	ジャーベル国務相兼アブダビ国営石油会社
（ADNOC）CEO、マンスーリ経済相、ハル
ドゥーン・アブダビ執行関係庁長官、マズルー
イ・エネルギー相及びマンスーリ・アブダビ経
済開発庁長官とそれぞれ個別に会談

1/15	 	アル＝ファーレフ・サウジアラビア・エネル
ギー・産業・鉱物資源相と会談

1/16	 	ワールド・フューチャー・エナジー・サミット
出席

往 薗浦外務副大臣 2/12-2/13 2/12	 第5回ワールド・ガバメント・サミット出席
2/12	 ムハンマド・アブダビ皇太子と会談
2/12	 ガルガーシュ外務担当国務相と会談
2/12	 トブゲー・ブータン首相と会談

来 アブダッラー外務・国
際協力相

4/21-4/24 外務省賓客
4/24	 皇太子殿下と御接見
4/24	 安倍総理大臣に表敬
4/24	 岸田外務大臣と会談

往 薗浦外務副大臣 6/25-26 ムハンマド・アブダビ皇太子に表敬
アブダッラー外務・国際協力相と会談

往 世耕経済産業大臣 10/8 アブダッラー外相と会談
ジャーベル国務相兼アブダビ国営石油会社（ADNOC）
CEOと会談
ハルドゥーン・アブダビ執行関係庁長官と会談
マンスーリ経済相と会談
アル・ハージェリー・アブダビ経済開発庁長官と会談
マイサ・アル・シャムシ国務相と会談、日本とUAEと
の女性リーダー交流セッション出席
中小企業海外展開現地支援プラットフォーム発足式出席

往 河野外務大臣 12/10-12/11 12/10	ムハンマド・アブダビ皇太子に表敬
12/10	アブダッラー外務・国際協力相と会談

イスラエル 往 岸外務副大臣 4/23 ネタニヤフ首相に表敬
往 世耕経済産業大臣 5/1-5/4 5/3	 ネタニヤフ首相に表敬

5/3	 閣僚級日イスラエル経済政策対話開催
往 鶴保内閣府特命担当大
臣（科学技術政策）

5/2-5/5 5/4	 アクニス科学技術相と会談

往 河野外務大臣 12/25-12/16 12/25	ネタニヤフ首相兼外相に表敬
12/25	ハネグビ地域協力相と会談
12/25	リブリン大統領に表敬

イラク 往 薗浦外務副大臣 1/10-1/11 1/10	 ジュブーリー国民議会議長に表敬
1/10	 アバーディー首相に表敬
1/10	 マアスーム大統領に表敬
1/11	 	ネチルヴァン・バルザーニ・クルディスタン地

域政府（KRG）首相と会談
1/11	 	マスウード・バルザーニ・クルディスタン地域

大統領に表敬
1/11	 	マスルール・バルザーニ・クルディスタン地

域安全保障会議議長と会談
1/11	 	ムスタファ・クルディスタン地域政府外務庁

長官と会談
往 薗浦外務副大臣 8/5 アバーディー首相に表敬

ジャアファリー外相と会談
往 佐藤外務副大臣 11/27-11/28 11/27	ジャアファリー外相と会談

11/27		ジュブーリー国民議会議長表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
イラン 往 高村総理大臣特使 9/5-9/7 9/6	 ローハニ大統領と会談

9/6	 ザリーフ外相と会談
エジプト 来 アブデルアール代議院

議長
5/17-5/22 5/18	 安倍総理大臣に表敬

往 河野外務大臣 9/11-9/12 9/11	 第1回日・アラブ政治対話出席
9/11	 シュクリ外相と会談
9/12	 ミフラーフィ・イエメン副首相兼外相と会談
9/12	 シヤーラ・リビア外相と会談
9/12	 メサヘル・アルジェリア外相と会談
9/12	 	マーリキー・パレスチナ外務・移民庁長官と

会談
往 伊達参議院議長 12/13-12/15 12/13	アブデルアール代議院議長と会談

オマーン 来 マアワリ諮問議会議長 3/14 天皇陛下が御引見
安倍総理大臣に表敬

往 佐藤外務副大臣 9/18-9/19 9/18	 バドル外務省事務総長と会談
往 河野外務大臣 12/26-12/28 12/27	アラウィ外務担当相と会談

12/27	ファハド閣僚評議会担当副首相に表敬
12/27	ヌウマニ国王事務所相と会談

カタール 往 薗浦外務副大臣 1/11 政府要人等との会談
往 薗浦外務副大臣 8/6 ムハンマド外相と会談
往 河野外務大臣 9/9 アブドッラー首相兼内務相表敬及びムハンマド外相と

会談
来 スヘイム閣下 11/3-11/13 11/9	 皇太子殿下と御接見
来 ハマド閣下 11/4-11/9 11/9	 皇太子殿下と御接見
往 佐藤外務副大臣 11/28 ムライヒー外務担当国務相と会談

クウェート 往 薗浦外務副大臣 7/13 サバーハ・ハーリド首相代行兼外相と会談
ジャーラッラー外務副大臣と会談

往 河野外務大臣 9/10 サバーハ・ハーリド第一副首相兼外相と会談
サウジアラビア 来 サルマン国王陛下 3/12-3/15 公式実務訪問賓客

3/13	 安倍総理大臣と会談
3/13	 岸田外務大臣による表敬
3/14	 天皇陛下と御昼餐

往 河野外務大臣 9/10-9/11 9/10	 ジュベイル外相と会談
9/11	 	サルマン国王に表敬、ムハンマド皇太子に表

敬、カサビー商業投資相と会談、ファキーフ
経済企画相と会談

チュニジア 往 岸外務副大臣 3/24 「第61回独立記念」レセプション出席
往 薗浦外務副大臣 7/14 日・チュニジア合同委員会出席
来 ジヒナウイ外相 11/1-11/4 外務省賓客

11/2	 河野外務大臣と会談
トルコ 往 薗浦外務副大臣 1/6-1/7§1/10 1/6	 ユルドゥズ外務副大臣と会談

1/6	 	ジョシュクンユレッキ運輸海事通信副大臣と
会談

1/6	 アイドゥン大国民議会副議長に表敬
往 石井国土交通大臣 1/17-1/18 1/18	 エルドアン大統領に表敬

1/18	 ユルドゥルム首相に表敬
1/18	 アルスラン運輸海事通信相と会談

来 チャヴシュオール外相 6/20-6/22 外務省賓客
6/21	 岸田外務大臣と会談
6/22	 安倍総理大臣に表敬

往 河野外務大臣 12/28 エルドアン大統領に表敬
チャヴシュオール外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
バーレーン 往 佐藤外務副大臣 11/3-11/4 ドウサリ外務副大臣と会談

往 河野外務大臣 12/9-12/10 マナーマ対話出席
12/9	 ハマド国王に表敬
12/9	 サルマン皇太子に表敬
12/9	 ハーリド外相と会談

パレスチナ 往 岸外務副大臣 4/22-4/23 4/23	 	ジェリコ農産加工団地（JAIP）10周年記念セ
ミナー出席

4/23	 ハムダッラー首相に表敬
往 世耕経済産業大臣 5/2 5/2	 ハムダッラー首相に表敬

5/2	 ジェリコ農産加工団地視察
往 河野外務大臣 12/25-12/26 12/25	アッバース大統領に表敬

12/26	ハムダッラー首相に表敬
12/26	ジェリコ農作加工団地視察

ヨルダン 来 ムルキー首相 7/12-7/15 実務訪問賓客
7/13	 岸田外務大臣による表敬
7/14	 安倍総理大臣と会談

往 河野外務大臣 9/9-9/10 9/10	 サファディ外務・移民相と会談
9/10	 ムルキー首相兼国防相に表敬
9/10	 アブドッラー2世国王陛下に表敬

往 伊達参議院議長 12/11-12/12 12/11	 ファーイズ上院議長と会談
12/11	 アブドッラー2世国王陛下に表敬
12/11	 タラーウネ下院議長と会談

往 河野外務大臣 12/26 12/26	サファディ外務・移民相と会談
12/26	ムルキー首相兼国防相に表敬

レバノン 往 薗浦外務副大臣 1/8-1/9 1/9	 アウン大統領に表敬
1/9	 ハリーリ首相に表敬
1/9	 バシール外務・移民相と会談
1/9	 ベッリ国会議長と会談

往 佐藤外務副大臣 9/2-9/3 9/2	 難民居住地域視察
9/3	 国連レバノン暫定隊（UNIFIL）本部訪問

（7）アフリカ
アルジェリア 往 佐藤外務副大臣 12/23-12/24 12/24	ユースフィー産業・鉱業相と会談

12/24	メサヘル外相と会談
アンゴラ 往 佐藤外務副大臣（総理

大臣特使）
9/26 ロウレンソ大統領就任式出席

ロウレンソ大統領に表敬
ウガンダ 往 岸外務副大臣 6/22-6/23 ウガンダ難民連携サミット出席

ムセベニ大統領に表敬
ルグンダ首相に表敬
グランデ国連難民高等弁務官と会談
ビーズリー国連食糧計画事務局長と会談

エチオピア 往 武井外務大臣政務官 5/12-5/13 5/12	 デメケ副首相と会談
来 デメケ副首相 6/8-6/14 6/12	 安倍総理大臣に表敬

6/13	 武井外務大臣政務官と会談
往 河野外務大臣 8/26-8/27 8/27	 	ウォックナー外相と会談	 	

シェルギ・アフリカ連合委員会（AUC）平和
安全保障委員と会談

往 佐藤外務副大臣 11/10-11/11 11/10	 	シェルギ・アフリカ連合委員会（AUC）平和
安全保障委員と会談

ガーナ 往 坂井総理特使 1/6-1/8 1/6	 マハマ大統領に表敬
1/7	 大統領就任式出席
1/7	 アクフォ=アド新大統領に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ギニア 来 コンデ大統領 6/19-6/22 実務訪問賓客

6/20	 安倍総理大臣に表敬
6/21	 天皇陛下と御会見

ケニア 来 アミナ外務長官 5/7-5/10 5/8	 岸田外務大臣と会談
5/10	 安倍総理大臣に表敬

往 薗浦外務副大臣 6/27 モハメド外務長官と会談
マチャリア運輸・インフラ長官と会談
イキアラ投資庁長官と会談

往 河井総理特使 11/27-11/29 11/28	大統領就任式典出席
11/28	ケニヤッタ大統領に表敬

コートジボワー
ル

往 佐藤外務副大臣 11/14-11/15 ウワタラ大統領に表敬
アモン=タノー外相と会談

ザンビア 往 武井外務大臣政務官 6/26-6/27 6/26	 カラバ外相と会談
6/27	 ルング大統領に表敬

ジブチ 往 武井外務大臣政務官 5/6 5/6	 ユスフ外務・国際協力相と会談
往 佐藤外務副大臣 11/11-11/12 11/12	 ユスフ外務・国際協力相と会談

スワジランド 往 武井外務大臣政務官 6/28-6/29 6/29	 バーナバス・シブシソ・ドラミニ首相に表敬
6/29	 ガメゼ外相と会談
6/29	 	シュラングセンピ・ドラミニ経済計画・開発相

と会談
6/29	 マーティン・ドラミニ財務相と会談
6/29	 マガグラ教育相と会談

セネガル 往 佐藤外務副大臣 11/13-11/14 第4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
サル大統領に表敬

来 サル大統領 12/11-12/14 UHCフォーラム2017出席
12/13	安倍総理大臣と会談

ナイジェリア 往 武井外務大臣政務官 5/4 アデオスン財務相に表敬
ウドマ予算・国家計画相に表敬
イブラヒム外務国務相に表敬
エネラマ産業貿易投資相に表敬

ナミビア 往 武井外務大臣政務官 6/30 クーゴンゲルワ=アマディーラ首相に表敬
ムシェレンガ国際関係・協力副大臣と会談

ボツワナ 来 マシシ副大統領 1/16-1/20 閣僚級招へい
政府要人との会談

マダガスカル 往 薗浦外務副大臣 6/28 マファハリ首相に表敬
ラファトロラザ協力・開発担当閣外相と会談

来 ラジャオナリマンピア
ニナ大統領及び同令夫
人

12/3-12/6 公式実務訪問賓客
12/5	 安倍総理大臣と会談
12/6	 天皇皇后両陛下と御会見（夫人同伴）
12/6	 河野外務大臣による表敬

来 ラバリ・ンジャカ外相 12/3-12/6 ラジャオナリマンピアニナ大統領に同行
12/4	 河野外務大臣と会談

南アフリカ 往 薗浦外務副大臣 6/30 ムフェケト国際関係・協力副大臣と会談
南スーダン 往 佐藤外務副大臣 12/21-12/22 キール大統領に表敬

マニャン国防・退役軍人担当相と会談
スマレ国連事務総長副特別代表と会談

モザンビーク 来 ニュシ大統領及び同令
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

来 バロイ外相 3/13-3/16 3/14	 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 薗浦外務副大臣 6/28-6/30 6/29	 ロザーリオ首相に表敬

6/29	 バロイ外務協力相と会談
6/29	 トネラ商工相と会談

往 河野外務大臣 8/24-8/26 8/24-25　TICAD閣僚会合出席
8/24	 ニュシ大統領に表敬
8/24	 バロイ外務協力相と会談
8/24	 無償資金協力2件に関する書簡交換
8/24	 	ヌコアナ=マシャバネ・南アフリカ国際関係・

協力相と会談
8/25	 アミナ・ケニア外務長官と会談
8/25	 	タバレス・カーボヴェルデ外務・共同体兼国

防相と会談
8/25	 ブリタ・モロッコ外務・国際協力相と会談
8/25	 アベノンシ・ベナン外務協力相と会談
8/25	 ムシキワボ・ルワンダ外務・協力相と会談
8/25	 ユスフ・ジブチ外務・国際協力相と会談
8/25	 ズマ・南アフリカ大統領に表敬
8/25	 クテサ・ウガンダ外相と会談
8/25	 	デン・アロール・南スーダン外務・国際協力

相と会談
往 堀井学外務大臣政務官 8/24-8/26 8/24-25　TICAD閣僚会合出席

8/24	「日・アフリカ民間セクターとの対話」出席
8/24	 	UNDP主催「サブサハラ・アフリカにおける所

得不平等のトレンド」報告書の発表式典出席
8/24	 	ラファトロラザ・マダガスカル協力・開発担当

外務省付閣外相と会談
8/24	 	アタルマナーン・スーダン外務担当国務相と

会談
8/24	 	バッシュトブジ・チュニジア外務大臣付国務

長官と会談
8/25	 カマラ・リベリア外相と会談
8/25	 ブラガンサ・アンゴラ外務協力副大臣と会談
8/25	 	ムブウェンブウェ・ジンバブエ外務副大臣と

会談
8/25	 モレル・セーシェル外務長官と会談
8/25	 マホティ・レソト外務・国際関係相と会談

モーリシャス 往 薗浦外務副大臣 6/26-6/27 6/26	 ジャグナット首相に表敬
モロッコ 往 伊達参議院議長 1/11-1/13 1/12	 エル・アンサリ参議院副議長と会談

往 武井外務大臣政務官 5/2-5/3 5/2	 エル・オトマニ首相に表敬
5/2	 	エル・アラミ産業・投資・貿易・デジタル経

済相に表敬
来 ベンシャマシュ参議院
議長

5/14-5/18 5/15	 安倍総理大臣に表敬

往 佐藤外務副大臣 12/18-12/20 ブセッタ外務・国際協力大臣付閣外相と会談

（8）国際機関
アジア開発銀行
（ADB）

来 中尾総裁 5/2-5/9 5/4-7	 第50回ADB年次総会出席
5/4	 麻生副総理と会談

北大西洋条約機
構（NATO）

来 ストルテンベルグ事務
総長

10/29-11/1 10/30	河野外務大臣と会談
10/31	安倍総理大臣に表敬

Gaviワクチンア
ライアンス

来 バークレー事務局長 12/12-12/14 UHCフォーラム2017出席
12/13	中根外務副大臣に表敬
12/14	安倍総理大臣に表敬

経済協力開発機
構（OECD）

来 グリア事務総長 4/12-4/17 4/13	 安倍総理大臣に表敬
4/14	 岸田外務大臣に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
原子放射線の影
響に関する国連
科学委員会
（UNSCEAR）

来 クリック事務局長 10/26-10/31 10/27	堀井学外務大臣政務官に表敬

国際移住機関
（IOM）

来 スウィング事務局長 2/28-3/3 3/2	 岸外務副大臣に表敬

国際海底機構
（ISA）

来 ロッジ事務局長 3/13-3/17 3/16	 岸外務副大臣に表敬

国際海洋法裁判
所（ITLOS）

来 ゴリツィン所長 2/1-2/8 2/2	 安倍総理大臣に表敬
2/2	 岸田外務大臣に表敬

国際刑事裁判所
（ICC）

来 フェルナンデス所長 4/1-4/3 4/3	 安倍総理大臣に表敬
4/3	 岸外務副大臣に表敬

国際原子力機関
（IAEA）

来 天野事務局長 4/11 第50回日本原子力産業協会年次大会出席
来 天野事務局長 10/3-10/5 10/3	 河野外務大臣と会談

10/3	 佐藤外務副大臣と会談
10/5	 講演会及びレセプション実施

国際司法裁判所
（ICJ）

来 アブラアム所長 7/27-8/4 外務省賓客
7/28	 安倍総理大臣に表敬
7/28	 岸外務副大臣に表敬

国際獣疫事務局
（OIE）

来 エロワ事務局長 3/20-3/25 3/21	 武井外務大臣政務官に表敬

国際熱核融合実
験炉（ITER）

来 ビゴ機構長 9/28-10/3 10/2	 岡本外務大臣政務官に表敬

国際貿易セン
ター（ITC）

来 ゴンザレス事務局長 10/31-11/3 WAW!2017出席
11/1	 岡本外務大臣政務官に表敬

国際労働機関
（ILO）

来 ライダー事務局長 5/10-5/13 5/11	 安倍総理大臣に表敬
5/11	 岸田外務大臣に表敬

国連（UN） 来 ライチャーク国連総会
議長

7/3-7/5 外務省賓客
7/4	 安倍総理大臣に表敬
7/4	 岸田外務大臣と会談

来 パッテン紛争下の性的
暴力担当国連事務総長
特別代表

10/29-11/4 WAW!2017出席
11/2	 河野外務大臣に表敬

来 グテーレス事務総長 12/13-12/14 実務訪問賓客
UHCフォーラム2017出席
12/14	安倍総理大臣と会談

国連開発計画
（UNDP）

来 シュタイナー総裁 8/9-8/10 8/10	 安倍総理大臣に表敬

国際家族計画連
盟（IPPF）

来 アルバロ・ベルメホ次
期事務局長

12/13-12/15 UHCフォーラム2017出席
12/13	中根副大臣に表敬
12/14	安倍総理大臣に表敬

国連環境計画
（UNEP）

来 ソールハイム事務局長 7/1 「水銀に関する水俣条約発効記念行事～発効に向けた
水俣からの声～」出席

来 ソールハイム事務局長 9/4-9/6 9/5	 日UNEP政策対話出席
国連児童基金
（UNICEF）

来 レーク事務局長 5/9-5/13 5/12	 皇太子殿下と御接見
5/12	 岸外務副大臣に表敬

来 レーク事務局長 12/12-12/15 UHCフォーラム2017出席
12/14	安倍総理大臣に表敬

国連食糧農業機
関（FAO）

来 グラツィアーノ事務局
長

5/9-5/12 5/10	 外務省主催ふくしまスイーツ賞味会出席
5/10	 FAO主催FAO親善大使発表イベント出席
5/12	 岸田外務大臣に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
国連世界観光機
関（UNWTO）

来 リファイ事務局長 3/12-3/18 外務省招へい
3/15	 岸外務副大臣に表敬
3/15	 安倍総理大臣に表敬

国連世界食糧計
画（WFP）

来 カズン事務局長 3/9-3/10 3/10	 岸田外務大臣に表敬
来 ビーズリー事務局長 12/10-12/13 UHCフォーラム2017出席

12/12	安倍総理大臣に表敬
12/13	中根外務副大臣に表敬

国際通貨基金
（IMF）

来 ラガルド専務理事 11/6-11/8 IMFアジア太平洋地域事務所開設20周年記念行事出席
11/7	 安倍総理大臣と会談

国連難民高等弁
務官事務所
（UNHCR）

来 グランディ国連難民高
等弁務官

11/16-11/20 外務省招へい
11/17	 河野外務大臣に表敬

生物多様生条約
（CBD）

来 パルマ－事務局長 6/17-6/22 6/20	 小田原外務大臣政務官に表敬

世界エイズ・結
核・マラリア対
策基金

来 マライケ・ヴェインロ
クス事務局長代行

12/13-12/15 UHCフォーラム2017出席
12/13	中根副大臣に表敬
12/14	安倍総理大臣に表敬

世界銀行 来 ゲオルギエヴァCEO 10/31-11/3 WAW!2017出席
11/3	 河野外務大臣に表敬

来 キム総裁 12/13-12/15 UHCフォーラム2017出席
12/14	安倍総理大臣に表敬

世界保健機関
（WHO）

来 テドロス事務局長 12/13-12/16 UHCフォーラム2017出席
12/14	安倍総理大臣に表敬

世界貿易機関
（WTO）

来 アゼベド事務局長 5/21-5/23 5/22	 岸田外務大臣及び滝沢外務大臣政務官と会談
5/22	 安倍総理大臣に表敬

ハーグ国際私法
会議（HCCH）

来 ベルナスコーニ事務局
長

12/5-12/8 12/7-8　	アジア太平洋のためのハーグ条約に関する
東京セミナー出席

バーゼル・ロッ
テルダム・ス
トックホルム
（BRS）条約事
務局

来 パエット事務局長 10/16-10/18 10/18	 	「レジリエントな都市のための環境技術」会議
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

2/27 岸田外務大臣と会談

来 ゼルボ暫定技術事務局
長

8/9 河野外務大臣と会談

緑の気候基金
（GCF）

来 バムジー事務局長 1/31-2/2 1/31	 小田原外務大臣政務官に表敬
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