
要人往来
（2018年1月1日-12月31日）
〈記載対象と留意点〉
1．�対象期間は2018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 岡本外務大臣政務官 3/19-3/21 3/20	 	世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合出席

来 スワラージ外相 3/28-3/30 3/29	 	河野外務大臣と会談
3/30	 	安倍総理大臣に表敬

往 中根外務副大臣 4/10-4/11 4/11	 	第16回国際エネルギー・フォーラム（IEF）閣
僚級会合出席

4/11	 	ビロル国際エネルギー機関（IEA）事務局長と
会談

4/11	 	スン・シェンションIEF事務局長と会談
4/11	 	プラダン石油・天然ガス兼技能開発・起業促進

相と会談
4/11	 	プラブー商工相に表敬

往 世耕経済産業大臣 4/30-5/2 4/30	 	日印スタートアップハブセミナー出席
5/1	 	日印エネルギー対話出席
5/1	 	日印産業・エネルギー・セミナー出席
5/1	 	シンハ通信・鉄道相と会談
5/1	 	クマールNiti	Aayog（政策委員会）副委員長と

会談
5/1	 	プラダン石油・天然ガス相兼技能開発・起業促

進相と会談
5/1	 	プラサド電子・IT相と会談

往 小野寺防衛大臣 8/19-8/20 8/20	 	シタラマン防衛相と会談
8/20	 	モディ首相に表敬

来 モディ首相 10/28-10/29 公式実務訪問賓客
10/29		安倍総理大臣と会談
10/29		河野外務大臣による表敬

インドネシア 往 二階総理特使 1/18-1/20 1/19	 	ジョコ大統領に表敬
1/20	 	カッラ副大統領と会談
1/20	 	リムASEAN事務総長と会談
1/20	 	日本インドネシア国交樹立60周年に係るオープ

ニングセレモニー及び開会式典出席
往 河野外務大臣 6/24-6/26 6/25	 	ジョコ大統領に表敬

6/25	 	ルトノ外相と会談
6/25	 	第2回日本・インドネシア海洋フォーラム合同委

員会出席
6/26	 	リムASEAN事務総長と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 小野寺防衛大臣 8/19-8/20 8/20	 	シタラマン国防相と会談

8/20	 	モディ首相に表敬
往 林文部科学大臣 8/25	-	8/27 8/27	 	アジア競技大会視察

8/27	 	ムハジル教育文化相と会談
8/27	 	イマム青年スポーツ相と会談

往 松山内閣府特命担当大
臣

9/5-9/7 9/6	 	パンジャイタン海事担当調整相と会談
9/6	 	レンボン投資調整庁長官と会談
9/6	 	プリアント技術評価応用庁長官と会談

往 中根外務副大臣 9/21-9/22 9/21	 	ファヒール外務副大臣と会談
往 佐藤外務副大臣 9/22-9/25 9/24	 	ヘリー・ビアク・ヌンフォル県知事代行と会談
往 麻生副総理大臣兼財務

大臣
10/10-10/13 ＩＭＦ・世界銀行総会出席

10/11		ターマン・シンガポール副首相と会談
10/11		ムハンマド・アル・ジャドアーン・サウジアラビア

財務相と会談
10/11		ムルヤニ財務相と会談
10/11		モスコヴィッシ欧州委員と会談
10/11		ムニューシン米国財務長官と会談
10/12		ル・メール・フランス経済財務相と会談
10/12		ハモンド英国財務相と会談
10/12		ヴァイトマン・ドイツ連邦銀行総裁と会談
10/13		フライデンバーグ・オーストラリア財務相と会談

往 石井国土交通大臣 12/26-12/28 12/27		ブディ運輸相と会談
12/27		バスキ公共事業・国民住宅相と会談

オーストラリア 来 ターンブル首相 1/18 実務訪問賓客
安倍総理大臣と会談
国家安全保障会議特別会合（四大臣会合）出席

往 堀井巌外務大臣政務官 2/2-2/3 2/2	 	アンドリューズ・ビクトリア州首相と会談
往 中根外務副大臣 2/22-2/23 2/22	 	ウィリアムズ・ニューサウスウェールズ州多文化

主義相と会談
2/23	 	アジャカ・ニューサウスウェールズ州上院議長と

会談
2/23	 	フィエラヴァンティ=ウェルズ国際開発・太平洋

相と会談
来 スミス下院議長 4/15-4/20 4/17	 	河野外務大臣と会談

4/17	 	大島衆議院議長と会談
4/17	 	伊達参議院議長と会談
4/18	 	天皇陛下が御引見

往 堀井巌外務大臣政務官 4/28 ウェスト・カウラ市長と会談
往 堀井巌外務大臣政務官 6/21-6/26 6/21	 	ガナー北部準州首席大臣と会談

6/22	 	リッジウェイ南オーストラリア州貿易・観光・投資
相と会談

6/23	 	大和高田市(奈良県）とリズモア市（ニューサウ
スウェールズ州）の姉妹都市55周年記念行事
出席

6/25	 	ライナム・クイーンズランド州天然資源・鉱業・
エネルギー相と会談

6/26	 	フィエラヴァンティ＝ウェルズ国際開発・太平洋
相と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 8/3 日豪交流関係者と会談
往 岩屋防衛大臣 10/9-10/11 10/10		パイン国防相と会談

10/10		第8回日豪外務防衛閣僚協議（「2+2」）出席
往 河野外務大臣 10/10-10/11 10/10		第8回日豪外務防衛閣僚協議（「2+2」）出席

10/10		ペイン外相と会談
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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 11/16-11/17 11/16		ダーウィン戦没者慰霊碑訪問

11/16		モリソン首相と会談
11/16		イクシスLNGプロジェクト生産開始記念式典出

席
11/17		海上保安庁巡視船えちご訪問
11/17		伊号第124潜水艦慰霊碑訪問

往 世耕経済産業大臣 11/16 11/16		イクシスLNGプロジェクト生産開始記念式典出
席等

11/16		キャナバン資源・北部オーストラリア相と会談
韓国 往 佐藤外務副大臣 2/1-2/3 2/2	 	李

イ

煕
ヒ

範
ボ ム

平
ピョン

昌
チャン

冬季オリンピック・パラリンピック組
織委員会委員長と会談

往 安倍総理大臣 2/9-2/10 2/9	 	文
ム ン

在
ジ ェ

寅
イ ン

大統領と会談
2/9	 	平昌冬季オリンピック競技大会開会式出席

往 河野外務大臣 4/10-4/11 4/11	 	康
カ ン

京
ギョン

和
フ ァ

外交部長官と会談
4/11	 	文在寅大統領に表敬

来 文在寅大統領 5/9 第7回日中韓サミット出席
安倍総理大臣と会談

往 河野外務大臣 6/13-6/14 6/14	 	日米韓外相会合出席
6/14	 	ポンペオ米国国務長官と会談
6/14	 	康京和外交部長官と会談
6/14	 	文在寅大統領に表敬

来 康京和外交部長官 7/8 日米韓外相会合出席
安倍総理大臣に表敬
河野外務大臣と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 9/8-9/10 9/9	 	日韓交流おまつり2018	in	Seoul開幕式出席
9/9	 	趙

チ ョ

顯
ヒョン

外交部第二次官と会談
カンボジア 往 中根外務副大臣 1/28-1/29 1/28	 	シェムリアップ領事事務所開所式出席

1/29	 	フン・セン首相に表敬
1/29	 	ソー・ケン副首相兼内務相に表敬
1/29	 	プラック・ソコン外務国際協力相と会談
1/29	 	スン・チャントール公共事業運輸相と会談

往 河野外務大臣 4/8 フン・セン首相に表敬
プラック・ソコン外務国際協力相と会談

来 プラック・ソコン副首相
兼外務国際協力相

9/18－9/19 9/19	 	河野外務大臣と会談

来 フン・セン首相 10/6-10/10 10/8	 	安倍総理大臣と会談
10/9	 	第10回日・メコン地域諸国首脳会議出席
10/9	 	宮中茶会に出席

キリバス 来 マーマウ大統領 5/16-5/20 5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/18	 	安倍総理大臣と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 8/8-8/9 8/9	 	トアスー財務・経済開発相と会談
8/9	 	ビリボ官房長官と会談
8/9	 	イーティング漁業・海洋資源開発省次官と会談
8/9	 	ナウト外務・移民省副次官と会談
8/9	 	マーマウ大統領兼外務・移民相と会談

クック諸島 来 プナ首相兼外務・移民
相

5/15-5/20 5/16	 	河野外務大臣と会談
5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/18	 	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
往 堀井巌外務大臣政務官 8/4-8/6 8/5	 	プナ首相と会談

8/6	 	第53回憲法記念日式典出席
サモア 往 堀井巌外務大臣政務官 4/29-4/30 4/30	 	トゥイラエパ首相と会談

来 トゥイラエパ首相兼外務
貿易相及び同令夫人

5/13-5/21 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5/13-16)
5/15	 	安倍総理大臣と会談
5/16	 	天皇皇后両陛下が御引見
5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席

シンガポール 往 河野外務大臣 1/7 バラクリシュナン外相と会談
往 河野外務大臣 2/11-2/12 2/12	 	バラクリシュナン外相と会談

2/12	 	リー・シェンロン首相に表敬
往 世耕経済産業大臣 3/2-3/4 3/3	 	第4回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

中間閣僚会合出席
3/2-4	 	リム・フンキャン貿易産業相、プラブー・インド

商工相、エルワン・ブルネイ第二外務貿易相、
エンガル・インドネシア商業相、ロス米国商務長
官とそれぞれ個別に会談

来 マリキ国防担当兼外務
担当上級国務相

3/7-3/9 3/8-9	 	OECD東南アジア地域プログラム閣僚会合及び
運営グループ会合出席

3/8	 	中根外務副大臣と会談
往 中根外務副大臣 4/12-4/13 4/12	 	オン・イェクン教育相兼第二国防相と会談

4/12	 	ヘン・スィーキェット財務相と会談
4/12	 	モハマド・マリキ・ビン・オスマン国防担当兼外

務担当上級国務相と会談
往 石井国土交通大臣 5/3-5/5 5/4	 	コー・インフラ統括兼運輸相と会談
往 小野寺防衛大臣 6/2-6/3 6/2-3	 	第17回IISSアジア安全保障会議（シャングリラ

会合）出席
6/2	 	ウィリアムソン英国国防相と会談
6/2	 	ロレンザーナ・フィリピン国防相と会談
6/2	 	フォン・デア・ライエン・ドイツ国防相と会談
6/2	 	日米豪国防相会談出席
6/2	 	リック・ベトナム国防相と会談
6/3	 	日米韓防衛相会談出席
6/3	 	宋

ソ ン

永
ヨ ン

武
ム

韓国国防部長官と会談
6/3	 	テオ・チーヒン副首相に表敬
6/3	 	パルリ・フランス軍事相と会談

往 河野外務大臣 8/1-8/5 8/2	 	日ASEAN外相会合出席
8/2	 	チャヴシュオール・トルコ外相と会談
8/2	 	ザリーフ・イラン外相と会談
8/2	 	王

お う

毅
き

中国国務委員兼外交部長と会談
8/2	 	エルワン・ブルネイ第二外務貿易相と会談
8/2	 	フリーランド・カナダ外相と会談
8/2	 	康

カ ン

京
ギョン

和
フ ァ

韓国外交部長官と会談
8/2	 	ミン・ベトナム副首相兼外相と会談
8/3	 	バボ東ティモール外務・協力相と会談
8/3	 	ビショップ・オーストラリア外相と会談
8/3	 	モゲリーニEU外務・安全保障政策上級代表兼

副委員長と会談
8/3	 	第11回日メコン外相会談出席
8/3	 	ルトノ・インドネシア外相と会談
8/4	 	第19回ASEAN＋3（日中韓）外相会議出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
8/4	 	第8回東アジア首脳会議（EAS）参加国外相

会議出席
8/4	 	ポンペオ米国国務長官と会談
8/4	 	第8回日米豪閣僚級戦略対話（TSD）出席
8/4	 	第25回ASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚

会合出席
8/4	 	プラック・ソコン・カンボジア外務国際協力相と

会談
8/5	 	バラクリシュナン外相と会談

往 世耕経済産業大臣 8/29-8/31 8/29	 	チャン貿易産業相と会談
8/30	 	第10回日メコン経済大臣会合出席
8/30	 	バーミンガム・オーストラリア貿易・観光・投資

相と会談
8/30	 	第24回日ASEAN経済大臣会合出席
8/30	 	第21回ASEAN+3経済大臣会合出席
8/30-31　	第6回RCEP閣僚会合出席
8/30	 	プラブー・インド商工相と会談
8/31	 	カー・カナダ国際貿易多様化相と会談

往 世耕経済産業大臣 10/12-10/14 10/12-14　	チャン貿易産業相、パーカー・ニュージーラ
ンド貿易・輸出振興担当相、ロペス・フィ
リピン貿易産業相とそれぞれ個別に会談

10/13		第6回RCEP中間閣僚会合出席
往 岩屋防衛大臣 10/18-10/20 10/19		日米韓防衛相会談出席

10/19		マティス米国国防長官と会談
10/19		魏

ぎ

鳳
ほ う

和
わ

中国国防部長と会談
10/19		ウン・エンヘン国防相と会談
10/20		日ASEAN防衛担当大臣会合出席
10/20		拡大ASEAN国防相会議出席
10/20		鄭

チョン

景
ギョン

斗
ド ゥ

韓国国防部長官と会談
往 世耕経済産業大臣 11/11-11/14 11/12		RCEP閣僚会合出席

11/12-14　	チャン貿易産業相、プラブー・インド商工
相、オコナー・ニュージーランド貿易・輸出
振興副相兼農業相、エンガル・インドネシ
ア商業相、バーミンガム・オーストラリア貿
易観光投資相、チュティマ・タイ商務副相、
オレシュキン経済発展相とそれぞれ個別に
会談

11/14		第2回RCEP首脳会議出席
往 安倍総理大臣 11/14-11/16 11/14		第2回RCEP首脳会議出席

11/14		第21回ASEAN首脳会議出席
11/14		プーチン・ロシア大統領と会談
11/15		リー首相と会談
11/15		第21回ASEAN＋3（日中韓）首脳会議出席
11/15		第13回EAS出席
11/15		ジョコ・インドネシア大統領と会談
11/15		アーデーン・ニュージーランド首相と会談
11/15		ドゥテルテ・フィリピン大統領と会談

来 バラクリシュナン外相 12/3-12/6 12/4	 	河野外務大臣と会談
スリランカ 往 河野外務大臣 1/4-1/6 1/5	 	シリセーナ大統領に表敬

1/5	 	マーラパナ外相と会談
1/5	 	ウィクラマシンハ首相に表敬

往 竹下総理特使 2/3-2/5 2/4	 	スリランカ独立70周年記念式典出席
2/4	 	シリセーナ大統領に表敬
2/4	 	ウィクラマシンハ首相に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ジャヤスーリヤ国会議長 2/26-3/3 2/26	 	河野外務大臣と会談

2/26	 	大島衆議院議長と会談
2/27	 	伊達参議院議長と会談
2/28	 	天皇陛下が御引見

来 シリセーナ大統領及び
同令夫人

3/11-3/17 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3/12-15）
3/13	 	天皇皇后両陛下と御会見
3/14	 	安倍総理大臣と会談

来 マーラパナ外相 3/12-3/15 3/14	 	河野外務大臣と会談
往 小野寺防衛大臣 8/20-8/22 8/21	 	シリセーナ大統領に表敬

8/21	 	ウィジェワルダナ国防担当国務相と会談
8/21	 	ウィクラマシンハ首相に表敬

往 中根外務副大臣 8/28-8/30 8/29	 	ウィクラマシンハ首相に表敬
8/29	 	キリエッラ外相代理と会談
8/29	 	ディサナヤケ・プランテーション産業相と会談

来 マーラパナ外相 10/7-10/10 10/9	 	アジア・アフリカ法律諮問委員会（AALCO）
出席

ソロモン 来 ホウエニプウェラ首相及
び同令夫人

5/14-5/20 5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/19	 	安倍総理大臣と会談

来 トザカ外務貿易相 5/14-5/20 5/16	 	河野外務大臣と会談
5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席

タイ 往 上川法務大臣 1/14-1/16 1/15	 	プラジン・チャントーン副首相兼法務相と会談
1/15	 	ダグラス国連薬物・犯罪事務所（UNODC）バ

ンコク事務所所長と会談
往 松山内閣府特命担当大

臣
1/27-1/28 「Japan	Expo	Thailand」出席

1/27	 ウィーラサック観光・スポーツ相と意見交換
往 岡本外務大臣政務官 3/21-3/22 3/21	 	ウィラサック外務副大臣と会談
往 茂木内閣府特命担当大

臣
4/30-5/2 5/1	 	ソムキット副首相と会談

5/1	 	ソンティラット商務相と会談
往 中根外務副大臣 5/13-5/15 5/13-14　	国 連アジア太平洋経済社会委員会

（ESCAP）第74回総会閣僚級会合出席
5/14	 	ドーン外相と会談
5/14	 	リー・トゥイッ・カンボジア上級相と会談
5/14	 	レゲンバヌ・バヌアツ外務・国際協力・貿易相

と会談
5/14	 	サルムサイ・ラオス外相と会談

往 河野外務大臣 6/21-6/22 6/22	 	日本企業の工場視察
往 河野外務大臣 6/26-6/27 6/26	 	マーリキー・パレスチナ外務・移民庁長官と会談

6/27	 	ドーン外相と会談
6/27	 	パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合

（CEAPAD）第三回閣僚級会合出席
6/27	 	プラユット首相に表敬

来 プラユット首相 10/8-10/10 10/8	 	安倍総理大臣と会談
10/9	 	第10回日・メコン地域諸国首脳会議出席
10/9	 	宮中茶会に出席

中国 往 河野外務大臣 1/27-1/28 1/28	 	王毅国務委員兼外交部長と会談
1/28	 	楊

よ う

潔
け つ

篪
ち

国務委員と会談
1/28	 	李

り

克
こ く

強
きょう

国務院総理に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 王毅国務委員兼外交部

長
4/15-4/17 外務省賓客

4/15	 	河野外務大臣と会談
4/16	 	第4回日中ハイレベル経済対話出席
4/16	 	安倍総理大臣に表敬

往 林文部科学大臣 5/3	-	5/5 5/4	 	王
わ ん

志
じ ー

剛
が ん

科学技術部長と会談
来 李克強国務院総理 5/8-5/11 公賓

5/9	 	第7回日中韓サミット出席
5/9	 	安倍総理大臣と会談
5/10	 	天皇陛下が御引見
5/10	 	伊達参議院議長と会談
5/10	 	大島衆議院議長と会談
5/11	 	安倍総理大臣と会談

往 岡本外務大臣政務官 5/25-5/29 5/26	 	譚
た ん

成
せ い

旭
きょく

大連市長と会談
5/27	 	「第23回	北前船寄港地フォーラム	in	大連」

出席
5/28	 	孔

こ う

鉉
げ ん

佑
ゆ う

外交部副部長と会談
往 中川環境大臣 6/23-6/24 6/23-24　	第20回日中韓三か国環境大臣会合

（TEMM20）
6/23	 	金

キ ム

恩
ウ ン

京
ギョン

韓国環境部長官と会談
6/23	 	李

り

幹
か ん

傑
け つ

生態環境部長と会談
往 大島衆議院議長 7/23-7/27 7/24	 	王

お う

晨
し ん

全国人民代表大会常務副委員長と会談
7/24	 	李克強国務院総理と会談
7/24	 	栗

り つ

戦
せ ん

書
し ょ

全国人民代表大会常務委員長と会談
往 加藤厚生労働大臣 7/24-7/25 7/25	 	日中友好病院の視察

7/25	 	馬
ま

暁
ぎょう

偉
い

国家衛生健康委員会主任と会談
往 林文部科学大臣 8/29-8/31 8/29	 	日中大学生千人交流大会出席

8/30	 	第10回日中韓文化大臣会合出席
8/30	 	雒

る お

樹
し ゅ

剛
が ん

文化・観光部長と会談
8/30	 	都

ト

鍾
ジョン

煥
ファン

	韓国文化体育観光部長官と会談
往 麻生副総理大臣兼財務

大臣
8/30-8/31 8/30	 	韓

か ん

正
せ い

筆頭副総理と会談
8/30	 	劉

りゅう

鶴
か く

副総理と会談
8/31	 	日中財務対話出席

往 林文部科学大臣 9/19	-	9/20 9/19-20　	世界経済フォーラム・ニュー・チャンピオンズ
年次総会2018出席

9/20	 	クラウス・シュワブ世界経済フォーラム会長と会
談

往 安倍総理大臣 10/25-10/27 10/25		李
り

克
こ く

強
きょう

国務院総理と会談
10/25		日中平和友好条約締結40周年記念レセプショ

ン出席
10/26		栗戦書全国人民代表大会常務委員長と会談
10/26		李克強国務院総理と会談
10/26		習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

国家主席と会談
往 河野外務大臣 10/25-10/27 10/26		栗戦書全国人民代表大会常務委員長と会談

10/26		王毅国務委員兼外交部長と会談
往 世耕経済産業大臣 10/25-10/27 10/26		第1回日中第三国市場協力フォーラム出席

10/26		鍾山商務部長と会談
往 石井国土交通大臣 10/26-10/28 10/27		第8回日中韓観光大臣会合出席

10/27		雒
ら く

樹
じ ゅ

剛
ご う

文化旅游部長と会談
10/27		都鍾煥韓国文化体育観光部長官と会談

往 𠮷川農林水産大臣 11/9-11/11 11/9	 	倪
げ い

岳
が く

峰
ほ う

海関総署長と会談
11/10		日中韓農業大臣会合出席
11/10		韓

か ん

長
ちょう

賦
ふ

農業農村部長と会談
11/10		李

イ

介
ゲ

昊
ホ

韓国農林畜産食品部長官と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 世耕経済産業大臣 11/24-11/25 11/25		第12回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

出席
11/25		何

か

立
り つ

峰
ほ う

国家発展改革委員会主任と会談
中国（香港） 往 河野外務大臣 3/24-3/25 3/24	 	リョン立法会主席と会談

3/25	 	ラム行政長官と会談
往 齋藤農林水産大臣 8/15-8/17 8/16	 	香港Food	Expo	2018出席

8/17	 	ラム行政長官と会談
8/17	 	チャン食物衛生局長官と会談

来 ラム行政長官 10/29-11/2 11/1	 	香港貿易局主催シンポジウム	「Think	Global	
Think	Hongkong」出席

11/2	 	河野外務大臣と会談
ツバル 来 ソポアンガ首相 5/17-5/21 5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席

5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/19	 	安倍総理大臣と会談

トンガ 来 シカ副首相兼社会基
盤・観光相

5/15-5/20 5/16	 	中根外務副大臣が表敬
5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/19	 	安倍総理大臣に表敬

往 堀井巌外務大臣政務官 8/4 ポヒヴァ首相と会談
シカ副首相と会談

ナウル 往 堀井巌外務大臣政務官
（総理特使）

1/30-1/31 1/30	 	ワンガ大統領と会談
1/31	 	ナウル独立50周年記念式典出席
1/30-1/31　	モーゼス・バヌアツ大統領、ソポアンガ・

ツバル首相、トゥイラエパ・サモア首相、
プナ・クック諸島首相とそれぞれ個別に会
談

来 ワンガ大統領 5/18-5/20 5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/18	 	安倍総理大臣と会談

往 堀井巌外務大臣政務官
（総理特使）

9/3-9/6 9/3	 	フリッチ仏領ポリネシア大統領、ジェルマン・
ニューカレドニア大統領、シルク・マーシャル外
相、パト・パプアニューギニア外相とそれぞれ個
別に会談

9/4	 	太平洋諸島フォーラム（PIF）域外国対話出席
9/4	 	クリスチャン・ミクロネシア大統領、ワンガ大統

領、サルワイ・バヌアツ首相、ホウエニプエラ・
ソロモン首相、タランギ・ニウエ首相、マルグ・
パラオ外相、ソポアンガ・ツバル首相、コヤ・
フィジー産業貿易相とそれぞれ個別に会談

9/5	 	ラストン・オーストラリア国際開発・太平洋補佐
相、ピーターズ・ニュージーランド外相、フィール
ド英国閣外相とそれぞれ個別に会談

ニウエ 来 シペリ首相代行兼インフ
ラ相

5/15-5/20 5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/19	 	安倍総理大臣に表敬

ニューカレドニア 来 ジェルマン大統領 5/17-5/20 5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/19	 	安倍総理大臣に表敬

ニュージーランド 往 中根外務副大臣 2/20-2/22 2/21	 	ピーターズ副首相兼外相と会談
2/22	 	クライストチャーチ震災7周年追悼式典出席

来 ピーターズ副首相兼外
相

5/18-5/20 5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/18	 	河野外務大臣と会談
5/19	 	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 麻生副総理大臣兼財務

大臣
7/24-7/25 7/24	 	ピーターズ副首相兼外相と会談

往 河野外務大臣 10/14-10/16 10/15		アーデーン首相に表敬
10/15		ピーターズ副首相兼外相と会談
10/15		マーク国防相と会談
10/15		パーカー貿易・輸出振興担当相と会談

来 マラード国会議長 11/2-11/4 11/2	 	大島衆議院議長と会談
ネパール 来 ギャワリ外相 11/18-11/21 11/19		河野外務大臣と会談
パキスタン 往 河野外務大臣 1/3-1/4 1/4	 	アバシ首相に表敬

1/4	 	アーシフ外相と会談
往 堀井巌外務大臣政務官 7/25-7/26 7/25	 	バジュワ陸軍参謀長と会談

7/25	 	ガーラーEU選挙監視団長と会談
往 中根外務副大臣 8/30-8/31 8/31	 	カーン首相に表敬

8/31	 	クレーシ外相と会談
8/31	 	ウマル財務相と会談

バヌアツ 来 サルワイ首相及び同令
夫人

5/15-5/20 5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/19	 	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 5/17-5/20 5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/18	 	安倍総理大臣と会談

来 パト外務貿易相 5/16-5/20 5/16	 	河野外務大臣と会談
5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席

往 堀井学外務大臣政務官 5/25-5/26 5/25-26　	アジア太平洋経済協力（APEC）貿易担当
大臣（MRT）会合出席

5/25	 	パト外務貿易相と会談
往 河野外務大臣 11/14-11/16 11/15		APEC閣僚会議出席

11/15		アンプエロ・チリ外相と会談
11/15		ペイン・オーストラリア外相と会談
11/15		アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議出

席
11/15		ミン・ベトナム副首相兼外相と会談
11/16		無償資金協力に関する書簡の交換
11/16		パト外務貿易相と会談
11/16		ポポリシオ・ペルー外相と会談

往 世耕経済産業大臣 11/15 APEC閣僚会議出席
往 安倍総理大臣 11/17-11/18 11/17-18　	APEC首脳会議出席

11/17		オニール首相と会談
11/18		ピニェラ・チリ大統領と会談
11/18		パプアニューギニア電化パートナーシップ共同声

明署名式出席
11/18		トルドー・カナダ首相と会談

パラオ 来 マルグ国務相 3/15 河野外務大臣と会談
第8回太平洋・島サミット高級実務者会合出席

来 レメンゲサウ大統領 5/15-5/22 5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/18	 	安倍総理大臣と会談

来 マルグ国務相 5/15-5/22 5/16	 	河野外務大臣と会談
5/17	 	第8回太平洋・島サミット　日本・太平洋島嶼

国経済フォーラム出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 鈴木外務大臣政務官 12/3-12/6 12/4	 	日・パラオ貿易・投資・観光セミナー出席

12/5	 	レメンゲサウ大統領に表敬
バングラデシュ 往 堀井巌外務大臣政務官 3/21-3/22 3/21	 	アリ外相に表敬

3/21	 	リズヴィ首相顧問（国際問題担当）と会談
来 アリ外相 5/13-5/16 外務省賓客

5/14	 	河野外務大臣と会談
往 河野外務大臣 8/7-8/8 8/7	 	ハシナ首相に表敬

8/7	 	アリ外相と会談
東ティモール 往 河野外務大臣 10/12-10/13 10/12		ペレイラ上級国務相（外相代行）と会談

10/12		ル・オロ大統領に表敬
10/12		ルアク首相に表敬

フィジー 往 堀井巌外務大臣政務官 1/29 カイユム司法長官兼経済・公営企業・公務員・通信・
気候変動相と会談
クンブアンボラ防衛・国家安全保障相と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 5/1 テイラー太平洋諸島フォーラム（PIF）事務局長と会談
ナイバルルア外務次官と会談

来 バイニマラマ首相及び
同令夫人

5/15-5/20 5/16	 	安倍総理大臣と会談
5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席

往 堀井巌外務大臣政務官 8/8-8/9 8/8	 	カラン首相府次官と会談
フィリピン 往 野田総務大臣 1/9-1/11 1/9	 	ドゥテルテ大統領に表敬

1/10	 	アンダナール広報業務担当相と会談
1/10	 	コルドバ国家電気通信委員会委員長と会談
1/10	 	リオ情報通信技術相代行と会談

往 石井国土交通大臣 4/29-5/1 4/30	 	ツガデ運輸相と会談
4/30	 	ビリヤール公共事業道路相と会談

来 カエタノ外相 6/19-6/20 6/20	 	河野外務大臣と会談
6/20	 	日フィリピン経済協力インフラ合同委員会第5回

会合出席
来 根本厚生労働大臣 10/7-10/9 10/8-9　	世界保健機関（WHO）西太平洋地域委員

会出席
10/8-9　	カネコ・マーシャル諸島保健相、テム・パプア

ニューギニア保健相、カイトゥウ・ソロモン諸島
保健相、ピウカラ・トンガ保健相、カルメット・
バヌアツ保健相、テドロスWHO事務局長、ス
コッティ・ナウル保健相、マニュエラ・ツバル
保健相、デュケ保健相、マレア・キリバス保
健相とそれぞれ個別に会談

ブータン 来 トブゲー首相及び同令
夫人

4/10-4/13 4/11	 	皇太子殿下と御接見
4/11	 	安倍総理大臣と会談
4/13	 	秋篠宮同妃両殿下並びに眞子内親王殿下と御

接見
来 ドルジ外相 4/10-4/13 4/13	 	河野外務大臣と会談
往 河野外務大臣 6/22-6/24 6/23	 	ワンチュク国王陛下に拝謁

6/23	 	トブゲー首相に表敬
6/23	 	ドルジ外相と会談

ブルネイ 往 河野外務大臣 2/11 エルワン第二外務貿易相と会談
来 エルワン第二外務貿易

相
6/30-7/2 7/2	 	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
ベトナム 往 中根外務副大臣 1/26-1/27

1/30
1/26	 	フォン・ホーチミン市人民委員長と会談
1/27	 	チュン外務次官と会談
1/30	 	ミン副首相兼外相に表敬
1/30	 	クアン共産党中央対外委員長と会談
1/30	 	タン・ホーチミン国家政治学院長と会談

往 中根外務副大臣 4/9-4/10 4/10	 	マイン計画投資副大臣と会談
4/10	 	トゥオン共産党中央宣教委員長と会談
4/10	 	ソン筆頭外務次官と会談

来 クアン国家主席及び同
令夫人

5/29-6/2 国賓
5/30	 	天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐
5/30	 	伊達参議院議長と会談
5/31	 	安倍総理大臣と会談
6/1	 	ベトナム・日本外交関係樹立45周年記念レセ

プション出席
6/1	 	大島衆議院議長と会談

来 ファム・ビン・ミン副首
相兼外相

5/29-6/2 5/30	 	河野外務大臣と会談

往 中根外務副大臣 8/9-8/11 8/9	 	ミン副首相兼外相に表敬
8/10	 	ヴィン国防次官と会談
8/10	 	ズン財政相と会談
8/10	 	フォン・ホーチミン市人民委員長と会談

往 中根外務副大臣 8/27-8/28 8/27-28　	インド洋会議2018出席
8/27	 	スワラージ・インド外相に表敬

往 福井内閣府特命担当大
臣

9/3-9/6 海洋政策セミナー出席
日越大学での講演及びベトナム政府要人との会談等

往 河野外務大臣 9/11-9/13 9/11	 	康
カ ン

京
ギョン

和
フ ァ

韓国外相と会談
9/11	 	フック首相に表敬
9/12-13　	ASEANに関する世界経済フォーラム出席
9/12	 	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
9/12	 	クアン国家主席に表敬
9/12	 	フン・セン・カンボジア首相に表敬
9/12	 	シュワブ世界経済フォーラム（WEF）会長と会

談
9/13	 	日越協力委員会第10回会合出席
9/13	 	ミン副首相兼外相と会談

往 二階総理特使 9/26-9/27 9/26	 	クアン国家主席告別式参列
9/26	 	チン共産党中央組織委員長と会談

来 フック首相 10/7-10/10 10/8	 	安倍総理大臣と会談
10/9	 	第10回日・メコン地域諸国首脳会議出席
10/9	 	宮中茶会に出席
10/10		大島衆議院議長及び伊達参議院議長と会談

往 薗浦内閣総理大臣補佐
官（総理特使）

11/4-11/6 11/5	 	チョン党書記長・国家主席に表敬
11/5	 	「国連PKO支援部隊早期展開プロジェクト

（RDEC）・アジア及び同周辺地域」試行訓練
開講式出席

11/5	 	ソン筆頭外務次官、ミン人民軍副総参謀長とそ
れぞれ個別に会談

往 石井国土交通大臣 12/24-12/26 12/24		テー交通運輸相と会談
12/25		ズン副首相と会談

マーシャル諸島 来 シルク外務・貿易相 5/17-5/20 5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/17	 	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
来 ハイネ大統領 5/17-5/20 5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席

5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/18	 	安倍総理大臣と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 8/10 ハイネ大統領と会談
モモタロウ天然資源・商業相と会談

マレーシア 往 上川法務大臣 1/16-1/17 1/16	 	アフマド・ザヒド・ハミディ副首相兼内務相と会談
来 マハティール首相 6/10-6/12 6/12	 	安倍総理大臣と会談
往 河野外務大臣 7/10-7/11 7/11	 	サイフディン外相と会談

7/11	 	マハティール首相に表敬
往 佐藤外務副大臣 9/26-9/27 9/26	 	ナバラトム海軍第2軍管区司令少将と会談
来 マハティール首相及び

同令夫人
11/5-11/7 11/6	 	平成30年秋の叙勲・大綬章等勲章親授式出席

11/6	 	安倍総理大臣と会談
11/7	 	天皇皇后両陛下と御昼餐

ミクロネシア連邦 来 クリスチャン大統領 5/15-5/20 5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席
5/17	 	宮中茶会に出席
5/18-19　	第8回太平洋・島サミット出席
5/18	 	安倍総理大臣と会談

来 ロバート外相 5/15-5/20 5/16	 	河野外務大臣と会談
5/17	 	日本・太平洋島嶼国経済フォーラム出席

来 ロバート外相 10/31-11/6 11/1	 	阿部外務副大臣と会談
来 クリスチャン大統領 10/31-11/6 11/2	 	安倍総理大臣と会談
来 シミナ議長 10/31-11/6 10/31		大島衆議院議長と会談

ミャンマー 往 河野外務大臣 1/11-1/13 1/12	 	アウン・サン・スー・チー国家最高顧問兼外相
と会談

1/12	 	ミン・アウン・フライン国軍司令官と会談
往 堀井巌外務大臣政務官 3/23-3/24 3/23	 	ミン・アウン・フライン国軍司令官と会談

3/23	 	チョウ・ティン・スエ国家最高顧問府相と会談
3/23	 	ソー・アウン社会福祉救済復興副大臣と会談

往 河野外務大臣 8/5-8/7 8/6	 	ウィン・ミン大統領に表敬
8/6	 	アウン・サン・スー・チー国家最高顧問兼外相

と会談
8/6	 	チョウ・ティン国際協力相と会談
8/6	 	ミン・アウン・フライン国軍司令官と会談
8/6	 	チョウ・ティン・スエ国家最高顧問府相と会談

来 アウン・サン・スー・
チー・国家最高顧問兼
外相

10/5-10/10 10/9	 	第10回日・メコン地域諸国首脳会議出席
10/9	 	宮中茶会に出席
10/9	 	安倍総理大臣と会談

モルディブ 往 河野外務大臣 1/6 ヤーミン大統領に表敬
アーシム外相と会談

来 アーシム外相 6/13-6/15 6/15	 	河野外務大臣と会談
往 竹下総理特使 11/17-11/18 11/17		ソーリフ大統領就任式出席

11/18		ソーリフ大統領に表敬
来 シャーヒド外相 12/19-12/24 12/20		河野外務大臣と会談

モンゴル 来 ツォグトバータル外相 2/21-2/25 2/22	 	河野外務大臣と会談
来 フレルスフ首相 12/12-12/15 12/13		安倍総理大臣と会談
来 ツォグトバータル外相 12/12-12/15 12/13		河野外務大臣と会談

ラオス 来 サルムサイ外相 3/6-3/8 3/7	 	河野外務大臣と会談
3/8	 	安倍総理大臣に表敬
3/8	 	OECD東南アジア地域プログラム（SEARP）

閣僚会合及び運営グループ会合出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 河野外務大臣 4/7-4/8 4/7	 	トンルン首相に表敬

4/7	 	サルムサイ外相と会談
4/7	 	パンカム国家副主席に表敬

来 トンルン首相 6/11-6/12 6/12	 	安倍総理大臣と会談
来 サルムサイ外相 6/11-6/12 6/11	 	河野外務大臣と会談
往 中根外務副大臣 8/8-8/9 8/8	 	サルムサイ外相と会談

8/9	 	ソムディー副首相兼財務相に表敬
8/9	 	ビエンチャン・ワッタイ国際空港ターミナル拡張

計画引渡式出席
来 トンルン首相 10/8-10/10 10/8	 	安倍総理大臣と会談

10/9	 	第10回日・メコン地域諸国首脳会議出席
10/9	 	宮中茶会に出席

（2）北米
カナダ 往 堀井巌外務大臣政務官 1/11-1/12 1/11	 	アルガブラ外務大臣政務官と会談

往 河野外務大臣 1/15-1/17 1/15	 	フリーランド外相と会談
1/16	 	康

カン ギ ョ ン フ ァ

京和韓国外相と会談
1/16	 	北朝鮮に関する関係国外相会合出席
1/16	 	コジアス・ギリシャ外相と会談
1/16	 	日米韓外相会合出席
1/16	 	ティラソン米国国務長官と会談

来 フリーランド外相 3/27-3/28 外務省賓客
3/27	 	河野外務大臣と会談

往 河野外務大臣 4/21-4/23 4/21	 	フリーランド外相と会談
4/22	 	ル・ドリアン・フランス外相と会談
4/22-23　	G7トロント外相会合
4/23	 	サリバン米国国務長官代行と会談
4/23	 	マース・ドイツ外相と会談
4/23	 	G7外務・安全担当大臣合同会合出席

往 中根外務副大臣 5/30-6/2 5/31-6/2　	G7ウィスラー開発大臣会合出席
往 麻生副総理大臣兼財務

大臣
5/31-6/2 5/31	 	ムニューシン米国財務長官と会談

5/31	 	カーニー英国中央銀行総裁と会談
6/1-6/2　	G7財務大臣・中央銀行総裁会議出席

往 安倍総理大臣 6/7-6/10 6/8-6/9　	G7シャルルボワ・サミット出席
6/8	 	トルドー首相と会談
6/8	 	コンテ・イタリア首相と会談
6/8	 	メイ英国首相と会談
6/8	 	メルケル・ドイツ首相と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 8/21-8/22 8/21	 	ラタンシ加日議会連盟執行役員と会談
往 大島衆議院議長 9/6-9/9 9/6	 	ショイブレ・ドイツ連邦議会議長と会談

9/7	 	第16回G7下院議長会議出席
9/7	 	テリチュカ欧州議会副議長と会談

往 中川環境大臣 9/17-9/21 9/18	 	ウィーラー米国環境保護庁長官代行と会談
9/19	 	マッケンナ環境・気候変動相と会談
9/19	 	コスタ・イタリア環境・国土・海洋保全相と会談
9/20	 	シュルツェ・ドイツ環境・自然保護・建設・原子

炉安全相と会談
9/20	 	ポワルソン・フランス環境連帯移行省副大臣と

会談
9/20	 	エスピノーサ国連気候変動枠組条約事務局

（UNFCCC）事務局長と会談
往 岡本外務大臣政務官 9/20-9/22 9/20-21　	G7エネルギー大臣会合出席

9/20	 	アミン国際再生可能エネルギー機関（IRENA）
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 河野外務大臣 9/21-9/22 9/21-22　	カナダ・EU共催女性外相会合出席
往 辻外務大臣政務官 10/23-10/26 10/24-25　	世界貿易機関（WTO）改革に関するカナ

ダ主催少数国閣僚会合出席
米国 往 松山内閣府特命担当大

臣
1/5-1/15 1/7	 	国立天文台ハワイ観測所視察

1/9	 	カリフォルニア大学バークレー校視察
1/10	 	スタンフォード大学視察
1/11	 	ジャパン・ハウス　ロサンゼルス視察
1/12	 	シャナハン国防副長官と会談
1/12	 	コルドヴァ全米科学財団長官と会談
1/12	 	ペース国家宇宙会議事務局長と会談
1/12	 	クレイチオス大統領副補佐官と会談

往 小野寺防衛大臣 1/9-1/10 1/9	 	ハリス太平洋軍司令官と会談
往 石井国土交通大臣 1/15-1/17 1/16	 	日米インフラフォーラム出席

1/16	 	チャオ運輸長官と会談
1/16	 	カーソン住宅都市開発長官と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 1/18 1/18	 	ジャパン・ハウス　ロサンゼルス部分開館記念
行事出席

来 ペンス副大統領及び同
令夫人

2/6-2/8 2/7	 	安倍総理大臣に表敬
2/7	 	麻生副総理大臣兼財務大臣と懇談

往 河野外務大臣 3/15-3/17 3/15	 	ライトハイザー通商代表と会談
3/16	 	マティス国防長官と会談
3/16	 	サリバン国務副長官と会談
3/16	 	マクマスター国家安全保障担当大統領補佐官と

会談
3/17	 	康

カ ン

京
ギョン

和
フ ァ

韓国外相と会談
3/17	 	ペンス副大統領に表敬

往 安倍総理大臣 4/17-4/20 4/17及び18　	トランプ大統領と会談
往 茂木内閣府特命担当大

臣
4/17-4/19 日米首脳会談に同席

往 麻生副総理大臣兼財務
大臣

4/19-4/21 国際通貨基金（IMF）世界銀行2018年春会合出席
4/19	 	キム世界銀行総裁と会談
4/19	 	ショルツ・ドイツ財務相と会談
4/20	 	ムニューシン財務長官と会談
4/21	 	ドゥホブネ・アルゼンチン財務相と会談

往 小野寺防衛大臣 4/20-4/21 4/20	 	マティス国防長官と会談
往 岡本外務大臣政務官 4/22-4/23 4/23	 	ライカート連邦下院議員と会談
往 林文部科学大臣 4/29	-	5/2 5/1	 	コルドバ全米科学財団長官と会談

5/1	 	ブライデンスタイン米国航空宇宙局長官と会談
5/2	 	デボス連邦教育省長官長官と会談

往 加藤厚生労働大臣（内
閣府特命担当大臣）

5/3-5/5 5/4	 	エイザー保健福祉長官と会談
5/4	 アコスタ労働長官と会談
5/4	 	日本政府主催拉致問題啓発シンポジウム出席

往 岡本外務大臣政務官 5/4-5/7 5/5	 	クリシュナムルティ連邦下院議員と会談
5/5	 	フォスター連邦下院議員と会談
5/5	 	ロスカム連邦下院議員と会談

往 河野外務大臣 5/23-5/24 5/23	 	ボルトン国家安全保障担当大統領補佐官と会談
5/23	 	ポンペオ国務長官と会談

往 小野寺防衛大臣 5/29-5/31 5/29	 	マティス国防長官と会談
往 中根外務副大臣 6/2-6/4 6/3	 	ジャパン・ハウス　ロサンゼルス視察

338 DIPLOMATIC BLUEBOOK 2019

要人往来

資
料
編



国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 秋篠宮同妃両殿下 6/4-6/8 日本人ハワイ州移住150周年の機会に御訪問

6/4	 	慰霊碑御献花（国立太平洋記念墓地、明治元
年渡航者之碑、ハワイ日本人移民慰霊碑）

6/5	 	ハワイ州知事主催晩餐会御臨席
6/6	 	第59回海外日系人大会開会式御臨席
6/7	 	ホノルルにおける元年者150周年記念式典御

臨席
往 佐藤外務副大臣 6/5-6/7 6/6	 	第59回海外日系人大会出席

6/6	 	サイキ・ハワイ州下院議長と会談
6/6	 	イゲ・ハワイ州知事と会談
6/7	 	ハワイ移住元年者150周年記念式典出席

往 安倍総理大臣 6/7-6/8 6/7	 	トランプ大統領と会談
往 河野外務大臣 6/6-6/8 6/6	 	ポンペオ国務長官と会談
来 ポンペオ国務長官 7/7-7/8 7/8	 	河野外務大臣と会談

7/8	 	安倍総理大臣に表敬
7/8	 	日米韓外相会合出席

往 岡本外務大臣政務官 7/11-7/17 7/16	 	国連ハイレベル政治フォーラム（HLPF）日本政
府主催レセプション出席

7/16	 	ライチャーク第72回国連総会議長（スロバキア
外務・欧州問題相）と会談

往 世耕経済産業大臣 7/30-8/3 8/1	 	ホルコム・インディアナ州知事と会談
往 松山内閣府特命担当大

臣
8/16-8/25 8/20	 	ヴァンデンバーグ空軍基地視察

8/20	 	戦略軍連合宇宙運用センター（CSpOC）視察
8/21	 	エイムズ研究センター視察
8/24	 	ジャパン・ハウス	ロサンゼルス全館開館記念行

事出席
往 河野外務大臣 8/21-8/25 8/21	 	ハナブサ連邦下院議員と会談

8/21	 	イゲ・ハワイ州知事と会談
8/22	 	インド太平洋軍司令部及び太平洋艦隊司令部

訪問
8/24	 	ジャパン・ハウス　ロサンゼルス全館開館記念

行事出席
往 大島衆議院議長 9/5-9/6 9/5	 	ペローシ下院民主党院内総務と会談

9/5	 	ライアン下院議長と会談
往 岡本外務大臣政務官 9/16-9/19 9/17	 	ジャパン・ハウス　ロサンゼルス視察

9/17	 	タカノ連邦下院議員と会談
9/19	 	ロフグレン連邦下院議員と会談

往 河野外務大臣 9/22-9/29 第73回国連総会出席	
9/23	 	在米日系人訪日プログラム（JALD）関係者と

会談
9/24	 	世界薬物問題ハイレベルイベント出席
9/24	 	ネルソン・マンデラ平和サミッ	ト出席
9/24	 	チャヴシュオール・トルコ外相と会談
9/24	 	第6回「GUAM（民主主義・経済発展のため

の機構）＋日本」外相級会合出席
9/24	 	ミャンマー・ラカイン州情勢に関する閣僚会合出

席
9/24	 	第6回日・カリコム外相会合出席
9/24	 	「新興する課題と変化するパラダイム：開発のた

めの国際協力の新たな視点」ハイレベル会合出
席

9/25	 	PKOのための行動（A4P）に関するハイレベル
イベント出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
9/25	 	安保理改革に関するG4外相会合出席
9/25	 	ブリタ・モロッコ外相、アリ・バングラデシュ外相、

モアヴェロ＝ミラネージ・イタリア外相、クレーシ・
パキスタン外相、マルセル・アモン＝タノー・コー
トジボワール外相、サファディ・ヨルダン外相と
それぞれ個別に会談

9/25	 	G7外相夕食会出席
9/26	 	シリア危機に関するEU主催ハイレベル会合出席
9/26	 	日・太平洋同盟閣僚級会合出席
9/26	 	ビルチャル・ルーマニア副首相と会談
9/26	 	康

カン・ギョンファ

京和韓国外交部長官と会談
9/26	 	質の高いインフラの推進に関する国連総会サイド

イベント出席
9/26	 	中東和平の「二国間解決」に関するハイレベ

ル会合出席
9/27	 	北朝鮮の非核化に関する安保理閣僚級会合出

席
9/27	 	第9回包括的核実験禁止条約（CTBT）フレン

ズ外相会合出席
9/27	 	国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）

支援閣僚級会合出席
9/27	 	ザハリエヴァ・ブルガリア副首相兼外相と会談
9/27	 	ペイン・オーストラリア外相と会談
9/27	 	パレスチナ支援調整委員会（AHLC）閣僚級

会合出席
9/27	 	王

お う

毅
き

中国国務委員兼外交部長と会談
9/27	 	スワラージ・インド外相と会談
9/28	 	第11回グローバル・ガバナンス・グループ（3G）

閣僚級会合出席
9/28	 	ジョージタウン大学・外交政策大学院での講演

往 安倍総理大臣 9/23-9/27 第73回国連総会出席及び一般討論演説実施
9/23	 	トランプ大統領と会談
9/24	 	エルドアン・トルコ大統領と会談
9/25	 	文

ム ン

在
ジ ェ

寅
イ ン

韓国大統領と会談
9/25	 	グテーレス国連事務総長と会談
9/25	 	アフリカの若者の雇用への投資に関するハイレ

ベル会合出席
9/25	 	一般討論演説実施
9/26	 	ローハニ・イラン大統領と会談
9/26	 	トランプ大統領と会談

往 世耕経済産業大臣 9/24-9/26 9/25	 	第4回日米欧三極貿易大臣会合出席
ライトハイザー米国通商代表と会談
マルムストローム欧州委員と会談

往 茂木内閣府特命担当大
臣

9/24-9/27 9/25及び26　	ライトハイザー米国通商代表と会談

往 加藤厚生労働大臣 9/25-9/29 9/26-27　	国連ハイレベル会合出席
9/26-27　	ビュザン・フランス連帯・保健相、デュケ・

フィリピン保健相、エイザー保健福祉長官、
崔
さ い

麗
れ い

中国国家衛生健康委員会副主任、ズ
ルキフリ・マレーシア保健相、ティエン・ベト
ナム保健相、ガン・シンガポール保健相、イ
シャム・ブルネイ保健相、朴

パ ク ヌ ン フ

凌厚韓国保健
福祉部長官、ウォルター・ミクロネシア保健
相とそれぞれ個別に会談

9/29	 	日米グローバルヘルス協力対話出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 麻生副総理大臣兼財務

大臣
9/26 日米首脳会談出席

来 ポンペオ国務長官 10/6-10/7 10/6	 	安倍総理大臣に表敬
10/6	 	河野外務大臣と会談

来 ペンス副大統領 11/12-11/13 11/13		安倍総理大臣に表敬
11/13		麻生副総理大臣兼財務大臣と会談

往 福田総理特使 12/5-12/6 12/5	 	ジョージ・H・W・ブッシュ第41代米国大統領
国葬参列

（3）中南米
アルゼンチン 往 河野外務大臣 5/20-5/22 5/20-21　	G20ブエノスアイレス外相会合

5/21	 	ジョンソン英国外務・英連邦相と会談
5/21	 	ブロック・オランダ外相と会談
5/21	 	ルトノ・インドネシア外相と会談
5/21	 	シスル南アフリカ国際関係・協力相と会談
5/21	 	マクリ大統領に表敬
5/21	 	ビショップ・オーストラリア外相と会談
5/22	 	フォリー外務・宗務相と会談

往 岡本外務大臣政務官 6/14-6/16 6/15	 	G20バリローチェ・エネルギー大臣会合出席
6/15	 	タン・シンガポール外務・貿易産業担当上級政

務次官と会談
往 麻生副総理大臣兼財務

大臣
7/20-7/22 7/21-7/22　	G20	財務大臣・中央銀行総裁会議出席

7/21	 	ル・メール・フランス財務相、トリーア・イタリア
財務相とそれぞれ個別に会談

7/22	 	キム世界銀行総裁と会談
7/22	 	ムニューシン米国財務長官と会談

往 林文部科学大臣 9/4	-	9/7 9/4-7	 	G20教育大臣会合及び同教育・雇用大臣合同
会合出席

9/4	 	ファン＝エンゲルスフォーフェン	オランダ教育・文
化・科学相と会談

9/5	 	フィノッキアーロ教育相と会談
9/5	 	サティヤ・パル・シン・インド人的資源開発副大

臣と会談
9/6	 	オン・イェクン・シンガポール教育相と会談

往 中根外務副大臣 9/13-9/15 9/14	 	G20貿易・投資大臣会合出席
9/14	 	カサビー・サウジアラビア商業投資相と会談

往 世耕経済産業大臣 11/29-12/1 11/30		オレシュキン経済発展相と会談
往 安倍総理大臣 11/29-12/2 11/30-12/1　	G20	ブエノスアイレス・サミット出席

11/30		マクロン・フランス大統領と会談
11/30		トランプ米国大統領と会談
11/30		日米印首脳会合出席
11/30		習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席と会談
12/1	 	メイ英国首相と会談
12/1	 	エルドアン・トルコ大統領と会談
12/1	 	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
12/1	 	プーチン・ロシア大統領と会談
12/1	 	マクリ大統領と会談
12/1	 	日・アルゼンチン投資協定署名式出席
12/1	 	日・アルゼンチン外交関係樹立120周年閉幕

式出席
往 麻生副総理大臣兼財務

大臣
11/29-12/1 11/29		ル・メール・フランス経済・財務相と会談

11/30		G20サミット出席
11/30		トリーア・イタリア財務相、フックストラ・オラン

ダ財務相とそれそれ個別に会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
アンティグア・
バーブーダ

往 佐藤外務副大臣 5/22-5/24 5/24	 	ベンジャミン首相代行（司法長官）と会談
5/24	 	グリーン外相と会談

ウルグアイ 往 安倍総理大臣 12/2 在ウルグアイ日系人・在留邦人と懇談	
バスケス大統領と会談

エクアドル 往 佐藤外務副大臣 1/9-1/11 1/10	 	日・エクアドル外交関係樹立100周年開幕記
念式典出席

1/10	 	エスピノサ外相と会談
1/10	 	カンパナ貿易相と会談
1/10	 	サンブラーノ国防相と会談

往 河野外務大臣 8/12-8/13 8/13	 	バレンシア外相と会談
8/13	 	日・エクアドル外交関係樹立100周年記念レセ

プション出席
8/13	 	モレノ大統領に表敬

来 モレノ大統領及び同令
夫人

9/3-9/8 実務訪問賓客（実務訪問賓客としての滞在期間は9/3
及び9/5-8）
9/5	 	天皇皇后両陛下と御会見
9/5	 	安倍総理大臣と会談

エルサルバドル 往 岡本外務大臣政務官 4/17-4/19 4/18	 	オルティス副大統領兼官房長官と会談
4/18	 	カスタネダ外務次官と会談
4/19	 	セレソ中米統合機構（SICA）事務局長と会談

キューバ 往 佐藤外務副大臣 2/15-2/17 2/17	 	日本人キューバ移住120周年記念式典出席
2/17	 	メディーナ外相代理と会談
2/17	 	マルミエルカ外国貿易・外国投資相と会談

往 岡本外務大臣政務官 3/9 カブリサス閣僚評議会副議長兼経済企画相と会談
ロドリゲス外相と会談
マルミエルカ外国貿易・外国投資相と会談
JICAキューバ事務所開所式典出席

往 佐藤外務副大臣 12/15-12/18 12/17		第3回日・キューバ官民合同会議出席
12/17		ロドリゲス外相と会談

グレナダ 往 岡本外務大臣政務官 7/25-7/27 7/26	 	東カリブ漁業大臣会合出席
7/26	 	デービット外相と会談
7/27	 	ミッチェル首相に表敬
会合出席7か国の漁業大臣等とそれぞれ個別に会談

コスタリカ 往 武井特派大使 5/7-5/9 5/8	 	アルバラード大統領就任式典出席
5/9	 	アルバラード大統領及びキャンベル外相と会談

コロンビア 往 山口特派大使 8/5-8/7 8/6	 	ラミレス副大統領と会談
8/6	 	サントス大統領主催晩餐会出席
8/7	 	ドゥケ大統領就任式典出席

往 河野外務大臣 8/15-8/16 8/16	 	ドゥケ大統領に表敬
8/16	 	トゥルヒージョ外相と会談

来 トゥルヒージョ外相 12/19-12/26 12/19		河野外務大臣と会談
ジャマイカ 往 佐藤外務副大臣 12/13-12/15 12/14		チャールズ外務・貿易国務相と会談

12/14		ミード・ジャマイカ軍参謀総長と会談
セントビンセント
及びグレーナディ
ン諸島

来 ゴンザルベス首相及び
同令夫人

8/5-8/8 実務訪問賓客
8/7	 	安倍総理大臣と会談
8/7	 	岡本外務大臣政務官と会談

セントクリスト
ファー・ネービス

来 ブラントリー外務・航空
相

11/1-11/7 11/2	 	河野外務大臣と会談

チリ 来 バチェレ大統領 2/22-2/26 実務訪問賓客
2/23	 	安倍総理大臣と会談
2/23	 	大島衆議院議長と会談
2/23	 	伊達参議院議長と会談
2/26	 	天皇陛下と御会見
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ムニョス外相 2/22-2/26 2/23	 	河野外務大臣と会談
往 茂木内閣府特命担当大

臣
3/8 3/8	 	TPP11閣僚会合、署名式出席

3/8	 	チオボー・オーストラリア貿易・観光・投資相と
会談

3/8	 	リム・シンガポール貿易産業相と会談
3/8	 	アイン・ベトナム商工相と会談
3/8	 	グアハルド・メキシコ経済相と会談
3/8	 	パーカー・ニュージーランド貿易・輸出振興担当

相と会談
3/8	 	シャンパーニュ・カナダ国際貿易相と会談

往 塩谷特派大使 3/10-3/13 3/10	 	バチェレ大統領と会談
3/10	 	ピニェラ次期大統領と会談
3/11	 	ピニェラ大統領就任式典出席

往 林文部科学大臣 9/4 9/4	 	マルセラ・クビージョス教育相と会談
来 アンプエロ外相 9/15-9/19 9/18	 	秋篠宮同妃両殿下と御接見

9/18	 	河野外務大臣と会談
9/18	 	茂木経済再生担当大臣と会談

ドミニカ国 往 佐藤外務副大臣 5/23 スケリット首相兼財務・公共サービス相と会談
バロン外務・カリコム担当相と会談

ニカラグア 往 堀井巌外務大臣政務官 2/27-2/28 2/27	 	オルテガ大統領に表敬
2/27	 	ポラス国会議長と会談
2/27	 	モンカダ外相と会談

パナマ 往 佐藤外務副大臣 9/2-9/4 9/3	 	サイン・マロ副大統領兼外相と会談
9/3	 	バラカット海事長長官と会談

バハマ 来 ターンクエスト首相 11/10-11/15 11/12		河野外務大臣と会談
パラグアイ 往 谷特派大使 8/13-8/16 8/13	 	アブド・ベニテス次期大統領に表敬

8/15	 	アブド・ベニテス大統領就任式出席
往 安倍総理大臣 12/2 在パラグアイ日系人・在留邦人と懇談

アブド・ベニテス大統領と会談
バルバドス 往 佐藤外務副大臣 5/21-5/22 5/22	 	マクレーン外務・外国貿易相と会談

5/22	 	ラシュリー文化・スポーツ青少年相と会談
ブラジル 往 堀井巌外務大臣政務官 2/24-2/25 2/24	 	ジャパン・ハウス　サンパウロ視察

往 皇太子殿下 3/18-3/20 「第8回世界水フォーラム」に御臨席のため御旅行
3/19	 	第8回世界水フォーラム開会式御臨席、テメル

大統領主催午餐会御臨席、「水と災害」ハイレ
ベルパネル御臨席・基調講演、アーデル・ハン
ガリー大統領と御懇談、テメル大統領表敬

3/20	 	日本パビリオン等御視察、フォンセカ・カーボベ
ルデ大統領と御懇談、「ブラジルの水危機」ハ
イレベルパネル御聴講、「ステークスホルダー」
ハイレベルパネル御聴講

来 ヌネス外相 5/17-5/19 5/17	 	河野外務大臣と会談
来 オリヴェイラ上院議長及
び同令夫人

4/14-4/20 4/16	 	天皇皇后両陛下が御引見
4/17	 	伊達参議院議長と会談
4/17	 	大島衆議院議長と会談

往 河野外務大臣 5/19-5/20 5/19	 	サンパウロ日系社会との意見交換
5/20	 	ジャパン・ハウス　サンパウロで講演会実施

往 眞子内親王殿下 7/18-7/28 日本人移住110周年の機会に御訪問
7/18	 	在リオデジャネイロ日系社会主催歓迎行事御臨

席
7/20、21、22、24　	移住110周年記念式典御臨席
7/26	 	移住戦没者慰霊碑御献花
7/27	 	トメアス開拓戦没者慰霊碑御献花
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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 9/9-9/15 9/10-14　	第67回国際捕鯨委員会（IWC）総会出席

谷合農林水産副大臣と共に、ドゥアルテ環境相やラスト
ン・オーストラリア国際開発・太平洋補佐相を始め、計
18か国の代表と個別に会談
9/15	 	ジャパン・ハウス	サンパウロ視察

往 中根外務副大臣 9/12-9/13 9/12	 	ジャパン・ハウス　サンパウロ視察
ベリーズ 往 岡本外務大臣政務官 4/19-4/21 4/20	 	パット首相代行と会談

4/20	 	ハルス外相代行と会談
ペルー 往 堀井巌外務大臣政務官 2/25-2/27 2/26	 	バルガス内務副大臣と会談

往 河野外務大臣 8/13-8/15 8/14	 	ビスカラ大統領に表敬
8/14	 	ポポリシオ外相と会談

ボリビア 往 佐藤外務副大臣 9/5-9/6 9/5	 	パリ外相と会談
9/5	 	プラド開発企画相と会談
9/5	 	サバレタ国防相と会談

ホンジュラス 往 岡本外務大臣政務官 3/7-3/8 3/7	 	エルナンデス大統領と会談
メキシコ 往 茂木内閣府特命担当大

臣
1/8-1/11 1/8及び9　	グアハルド経済相と会談

往 佐藤外務副大臣 1/11-1/13 1/11	 	シエンフエゴス国防相に表敬
1/12	 	デ・イカサ筆頭外務次官と会談

往 岡本外務大臣政務官 5/7-5/11 5/9	 	デ・イカサ筆頭外務次官と会談
5/9	 	ガルサ経済省産業商業担当次官と会談
5/9	 	キロガ・エネルギー省炭化水素担当次官と会談

往 河野外務大臣 5/24-5/25 5/24	 	ペニャ・ニエト大統領に表敬
5/24	 	ビデガライ外相と会談

往 岡本外務大臣政務官 6/27-6/29 6/28	 	日・メキシコ経済連携協定第10回ビジネス環境
整備委員会及び第9回合同委員会出席

往 岡本外務大臣政務官 7/23-7/24 7/23	 	太平洋同盟首脳会合出席
7/23	 	デ・セラ・ペルー外務副大臣、カンパナ・エクア

ドル貿易投資相、ジャニェス・チリ外務省国際
経済関係総局長兼貿易副大臣、ゴールドスミス
－ジョーンズ・カナダ国際貿易大臣政務官とそれ
ぞれ個別に会談

往 河野外務大臣 8/16-8/18 8/17	 	デ・イカサ外相代行と会談
8/17	 	ロペス・オブラドール次期大統領に表敬

往 中曽根特派大使 11/28-12/2 12/1	 	ロペス・オブラドール大統領就任式出席

（4）欧州
アイスランド 来 ト－ルダルソン外相 5/26-6/2 5/29	 	河野外務大臣と会談

往 吉野復興大臣 9/6-9/8 9/7	 	ギルヴァドッティル観光・産業・イノベーション相
と会談

9/7	 	ヘトリスヘイジ地熱発電所視察
往 河野外務大臣 10/18-10/19 10/18		ベネディクトソン財務・経済相と会談

10/19		北極サークル出席
10/19		トールダルソン外相と会談

アイルランド 往 中根外務副大臣 1/18-1/19 1/19	 	カノン移住者・国際開発担当相と会談
アルバニア 来 ブシャティ欧州・外務大

臣
6/3-6/6 6/5	 	河野外務大臣と会談

EU 来 トゥスク欧州理事会議長 7/17-7/18 7/17	 	安倍総理大臣と会談（第25回日EU定期首脳
協議）

来 ユンカー欧州委員会委
員長

7/17-7/18 7/17	 	安倍総理大臣と会談（第25回日EU定期首脳
協議）

イタリア 往 中根外務副大臣 1/17-1/18 1/18	 	デッラ・ヴェドヴァ外務政務次官と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 堀井学外務大臣政務官 3/14-3/16 3/15	 	国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）

への資金調達に関する閣僚級会合出席
3/15	 	レバノンの治安強化に関する支援国会合（ロー

マ2）出席
往 中根外務副大臣 4/26-4/29 4/27	 グレコ国際問題研究所（IAI）副所長と会談
往 齋藤農林水産大臣 5/3-5/4 5/3	 	国連食糧農業機関（FAO）幹部と会談
往 小野寺防衛大臣 9/5-9/6 9/6	 	トレンタ国防相と会談
往 河野外務大臣 11/23-11/24 11/23		地中海対話出席

11/23		ラヴロフ・ロシア外相と会談
11/23		ザリーフ・イラン外相と会談
11/23		アブルゲイト・アラブ連盟事務総長と会談
11/23		モアヴェロ＝ミラネージ外務・国際協力相と会談
11/24		マーリキー・パレスチナ外務・移民庁長官と会談
11/24		アベーラ・マルタ外務貿易振興相と会談
11/24		コンテ首相に表敬

往 阿部外務副大臣 12/5-12/7 12/6-7　	OSCE外相理事会出席
12/6	 	OSCEトロイカとアジア・パートナーとの会合出

席
英国 往 堀井巌外務大臣政務官 2/23 ジャパン・ハウス　ロンドン予定地視察

往 松山内閣府特命担当大
臣

5/2-5/4 5/3	 	トーマス・コラム・センター視察
5/3	 	バスコン雇用年金省政務次官と会談

往 上川法務大臣 5/3-5/5 内務省幹部との意見交換、ロンドン国際仲裁センター視
察

往 中根外務副大臣 7/21-7/23 7/21	 	ジャパン・ハウス　ロンドン視察
往 梶山内閣府特命担当大

臣
7/	25-7/26 7/26	 	英国立公文書館視察

7/26	 	英国内閣府	Behavioural	Insights	Team視察
来 フォックス国際貿易相 7/31-8/1 7/31	 	中根外務副大臣と会談

8/1	 	安倍総理大臣に表敬
往 吉野復興大臣 9/8-9/9 9/9	 	ジャパン・ハウス　ロンドン視察
往 麻生副総理大臣兼財務

大臣
9/13 9/13	 	ジャパン・ハウス　ロンドン開館記念行事出席

往 堀井巌外務大臣政務官 9/12-9/13 9/13	 	ジャパン・ハウス　ロンドン開館記念行事出席
来 ハント外務・英連邦相 9/17-9/19 9/18	 	安倍総理大臣に表敬

9/18	 	河野外務大臣と会談
往 阿部外務副大臣 10/10-10/11 10/11		第4回野生動植物の違法取引対策に関する国

際会議出席
10/11		フィールド外務・英連邦省閣外相と会談

エストニア 往 安倍総理大臣 1/12-1/13 1/12	 	カリユライド大統領に表敬
1/12	 	ラタス首相と会談
1/12	 	日・エストニア拡大首脳会合出席

往 小野寺防衛大臣 5/5-5/6 5/5	 	NATOサイバー防衛センター視察
5/6	 	ルイク国防相と会談

往 岡本外務政務官 9/25-9/26 9/26	 	サックス外務次官と会談
往 平井内閣府特命担当大

臣
10/15-10/16 タリン・デジタルサミット2018に参加

10/16		タンミスト起業・IT相と会談
オーストリア 往 河野外務大臣 2/15-2/16 2/15	 	グレミンガー欧州安全保障協力機構（OSCE）

事務総長と会談
2/15	 	天野国際原子力機関（IAEA）事務局長と会談

往 上川法務大臣 5/5 フェドートフ国連薬物・犯罪事務所（UNODC）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
来 トット参議院議長 5/15-5/19 5/15	 	伊達参議院議長と会談

5/15	 	大島衆議院議長と会談
往 河野外務大臣 7/4-7/5 7/5	 	ゼルボ包括的核実験禁止条約機関（CTBTO）

準備委員会暫定技術事務局長と会談
7/5	 	天野国際原子力機関（IAEA）事務局長と会談
7/5	 	クナイスル欧州・統合・外務担当相と会談

往 松山内閣府特命担当大
臣

9/15-9/17 第62回IAEA総会に出席
9/16	 	ハガティ米国エネルギー省核安全保障庁長官と

会談
9/17	 	ジャック・フランス原子力・代替エネルギー省長

官と会談
往 辻外務大臣政務官 11/27-11/29 11/28		国際原子力機関（IAEA）原子力科学技術閣

僚会議出席
11/28		天野IAEA事務局長に表敬

オランダ 来 ザイルストラ外相 2/8-2/9 2/9	 	河野外務大臣と会談
往 中根外務副大臣 4/29-4/30 4/30	 	ブラント外務次官と会談

4/30	 	ウズムジュ化学兵器禁止機関（OPCW）事務
局長と会談

往 堀井学外務大臣政務官 7/16-7/17 7/17	 	国際刑事裁判所（ICC）ローマ規程採択20周
年記念式典及びシンポジウム出席

往 小野寺防衛大臣 9/4-9/5 9/4	 	アリアスOPCW事務局長と会談
9/4	 	バイレフェルト国防相と会談

キプロス 往 中根外務副大臣 7/23-7/24 7/23	 	アナスタシアディス大統領に表敬
7/23	 	フリストドゥリディス外相に表敬
7/23	 	在キプロス日本国大使館開館記念レセプション

出席
来 フリストドゥリディス外相 10/21-10/27 10/24		河野外務大臣と会談

ギリシャ 往 中根外務副大臣 7/24-7/25 7/24	 		カトゥルガロス外務副大臣と会談
7/25	 	ミツォタキス新民主主義党（ND）党首と会談

クロアチア 往 山田外務大臣政務官 10/18-10/19 10/19		ライネル議会副議長に表敬
10/19		ブシッチ外務・欧州問題副大臣と会談

コソボ 往 堀井学外務副大臣 2/17-2/18 2/18	 	独立10周年記念式典出席
2/18	 	サチ大統領と会談
2/18	 	パツォーリ第一副首相兼外相と会談

来 パツォーリ第一副首相
兼外相

3/1-3/3 3/1	 	河野外務大臣と会談

サンマリノ 往 中根外務副大臣 4/28-4/29 4/28	 	レンツィ外務・政務・司法長官と会談
4/28	 	パルミエーリ執政に表敬
4/28	 	チャッチ執政に表敬

スイス 往 岡本外務大臣政務官 1/25-1/27 1/26	 	世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合出席
往 堀井学外務大臣政務官 2/26-2/28 2/26	 	ライチャーク国連総会議長、マウラー赤十字国

際委員会（ICRC）総裁、ムハンマド・カタール
副首相兼外相、ザキ・モルディブ家族相、チョ
ウ・テイン・ミャンマー国際協力相、エリヤヴェ
ツ・スロベニア副首相兼外相等とそれぞれ個別
に会談

2/27	 	対人地雷禁止条約第3回プレッジング会合出席
2/27	 	第37回人権理事会ハイレベル・セグメント出席
2/27	 	ジュネーブ軍縮会議（CD）公式本会議出席

来 ベルセ大統領兼内務相 4/12-4/15 4/12	 	安倍総理大臣と会談
往 河野外務大臣 4/24 2020年核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議第

2回準備委員会出席
アゼベドWTO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 中根外務副大臣 9/10-9/11 9/10	 	マウラー副大統領兼財相に表敬

9/10	 	シュナイダー＝シュナイター国民議会外交委員長
兼スイス日本友好議員連盟会長と会談

往 佐藤外務副大臣 11/27-11/28 11/28		アフガニスタンに関するジュネーブ閣僚級会合出
席

往 阿部外務副大臣 12/5 国際機関関係者と会談
スウェーデン 往 林文部科学大臣 1/9 1/9	 	欧州各破砕中性子源（ESS）視察

1/9	 	MAXⅣ（軟Ⅹ線向け高輝度放射光施設）視察
往 堀井学外務大臣政務官 2/13-2/15 2/14	 	子どものための2030アジェンダ：ソリューション

ズ・サミット出席
2/14	 	フォア国連児童基金（UNICEF）事務局長と

会談
来 カール16世グスタフ国

王陛下及び同王妃陛下
4/22-4/26 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4/22-25）
4/23	 	天皇皇后両陛下と御夕餐
4/24	 	皇太子同妃両殿下と昼食会
4/25	 	安倍総理大臣夫妻と懇談・総理大臣夫妻主催

晩餐会御臨席（王妃陛下同伴）
来 リンデ外務省EU担当

相
4/22-4/25 4/25	 	中根外務副大臣と会談

往 松山内閣府特命担当大
臣

5/1-5/2 5/2	 	サミュエルソン社会副大臣と会談

往 茂木内閣府特命担当大
臣

5/2-5/4 5/3	 	ダンベリ産業・イノベーション相と会談

スペイン 往 中根外務副大臣 1/15-1/17 1/16	 	ダスティス外務・協力相と会談
1/16	 	日スペイン外交関係樹立150周年開幕式典出

席
1/16	 	ポロリカシュヴィリ世界観光機関（UNWTO）事

務局長と会談
往 世耕経済産業大臣 9/27-9/28 9/27	 	カルビーニョ経済・企業相と会談

9/28	 	マロト産業・通商・観光相と会談
9/28	 	ドミンゲス・エネルギー長官と会談

往 安倍総理大臣 10/16-10/17 10/16		フェリペ6世国王陛下を謁見
10/16		サンチェス首相と会談

セルビア 往 安倍総理大臣 1/15-1/16 1/15	 	ブチッチ大統領と会談
1/15	 	日・セルビア拡大首脳会合出席

往 山田外務大臣政務官 10/16-10/18 10/17		日本・セルビア・ビジネスフォーラム出席
10/17		ステバノビッチ外務次官との会談
10/18		ブルナビッチ首相に表敬

チェコ 来 ヴォンドラーチェク下院
議長

5/14-5/18 5/15	 	皇太子殿下と御接見
5/16	 	安倍総理大臣に表敬
5/16	 	大島衆議院議長と会談

デンマーク 往 堀井学外務大臣政務官 6/26-6/27 6/27	 	ウクライナの改革に関する国際会議出席
往 河野外務大臣 10/19-20 10/20		P4Gコペンハーゲン・サミット2018出席	

10/20		ラスムセン首相に表敬
10/20		サムエルセン外相と会談

ドイツ 来 シュタインマイヤー大統
領及び同令夫人

2/6-2/7 2/6	 	安倍総理大臣と会談
2/7	 	天皇皇后両陛下と御会見
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 河野外務大臣 2/16-2/17 2/16	 	第54回ミュンヘン安全保障会議出席

2/16	 	ラヴロフ・ロシア外相と会談
2/16	 	ジャネリゼ・ジョージア副首相兼外相と会談
2/16	 	カボレ・ブルキナファソ大統領に表敬
2/17	 	リンケービッチ・ラトビア外相と会談
2/17	 	ブシャティ・アルバニア欧州・外務担当相と会

談
2/17	 	ディミトロフ・マケドニア旧ユーゴスラビア共和国

外相と会談
2/17	 	ナルバンジャン・アルメニア外相と会談
2/17	 	タバン・デン南スーダン第一副大統領に表敬

往 福井内閣府特命担当大
臣

5/3-5/4 5/4	 	ヘンゼル・ドイツ・リスク評価研究所所長と会談

来 マース外相 7/25 7/25	 	安倍総理大臣に表敬
7/25	 	河野外務大臣と会談

往 河野外務大臣 9/6 メルケル首相に表敬
キリスト教民主・社会同盟院内会派会合出席
マース外相と会談

往 堀井巌外務大臣政務官 9/10-9/12 9/11	 	ジルバーホルン国防省政務次官と会談
9/11	 	バルトケ独日議連副会長と会談
9/11	 	アネン外務担当国務相と会談

往 柴山文部科学大臣 10/25-10/27 10/26		第2回北極科学大臣会合出席
10/26		アルフレッズドッティル・アイスランド教育・科学・

文化相と会談
ノルウェー 来 ソーベルグ首相 2/13-2/15 2/14	 	安倍総理大臣と会談

往 齋藤農林水産大臣 5/1-5/3 5/2	 	サンドバルグ漁業相と会談
来 ソーライデ外相 5/10 河野外務大臣と会談
来 アストルップ国際開発相 11/20-11/21 11/20		河野外務大臣と会談

バチカン 往 中根外務副大臣 4/27 ギャラガー外務長官と会談
往 河野外務大臣 11/23 パロリン国務長官を表敬

ギャラガー外務長官と会談
ハンガリー 往 林文部科学大臣 7/5-7/7 7/6	 	日EU政策対話出席

7/6	 	ティボル・ナブラチチ欧州委員と会談
7/6	 	ヒッレル国会副議長と会談

フィンランド 来 ソイニ外相 2/20-2/22 2/21	 	河野外務大臣と会談
来 リシッコ国会議長 3/19-3/22 3/19	 	河野外務大臣と会談

3/19	 	大島衆議院議長と会談
3/20	 	伊達参議院議長と会談
3/20	 	安倍総理大臣に表敬

往 小野寺防衛大臣 5/4-5/5 5/4	 	サウリ・ニーニスト大統領に表敬
5/4	 	ユッシ・ニーニスト国防相と会談

往 吉野復興大臣 9/5-9/6 9/6	 	リンティラ経済相との会談
9/6	 	レッパ農林相との会談

フランス 往 岡本外務大臣政務官 1/23-1/25 1/23	 	化学兵器使用への不処罰に関する閣僚会合出
席

来 ル・ドリアン外相及び同
令夫人

1/26-1/29 外務省賓客
1/26	 	安倍総理大臣に表敬
1/26	 	第4回日仏外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）	出

席
1/27	 	河野外務大臣と会談

往 松山内閣府特命担当大
臣

4/29-5/1 4/30	 	河野経済協力開発機構（OECD）事務次長と
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 岡本外務大臣政務官 5/29-5/31 5/30-31　	OECD閣僚理事会出席

5/30	 	グリアOECD事務総長、トゥエスタ・ペルー経
済財政相、グティエレス・コロンビア商工観光相、
コープサック・タイ首相府相、メレシュカーヌ・
ルーマニア外相等とそれぞれ個別に会談

5/31	 	世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合出席
来 ド・リュジ国民議会議長

及び同令夫人
5/30-6/4 5/31	 	天皇皇后両陛下が御引見

5/31	 	安倍総理大臣に表敬
5/31	 	大島衆議院議長と会談
5/31	 	伊達参議院議長と会談

往 世耕経済産業大臣 5/31-6/1 5/31	 	第3回日米欧三極貿易大臣会合出席
5/31	 	ライトハイザー米国通商代表と会談
5/31	 	マルムストローム欧州委員と会談
5/31	 	WTO非公式閣僚会合出席
5/31	 	アゼベドWTO事務局長と会談

往 世耕経済産業大臣 6/12-6/14 6/12	 	日本主催2025年国際博覧会誘致レセプション
出席

6/13	 	第163回BIE（博覧会国際事務局）総会出席
6/13	 	ロセルタレスBIE事務局長と会談

往 岡本外務大臣政務官 6/12-6/13 6/12	 	日本主催2025年国際博覧会誘致レセプション
出席

6/13	 	第163回BIE（博覧会国際事務局）総会出席
往 河野外務大臣 7/12-7/14 7/12	 	ジャポニスム2018開会式出席

7/13	 	日・仏物品役務相互提供協定（日仏ACSA）
署名

7/14	 	ル・ドリアン外相と会談
往 梶山内閣府特命担当大

臣
7/23-7/25 7/24	 	フランス国立公文書館視察

7/24	 	ニッセン文化相と会談
7/25	 	SEDIF（イルドフランス）水運用センター視察

往 中根外務副大臣 7/25-7/26 7/26	 	ペッチーニOECD開発センター所長と会談
7/26	 	モレイラ・ダ＝シルヴァOECD開発協力局長と会

談
往 皇太子殿下 9/7-9/14 日仏友好160周年の機会に御訪問

9/8	 	コロン内務相主催夕食会
9/11	 	ビュロー＝ボナール国民議会副議長（議長代理）

主催昼食会
9/12	 	マクロン大統領表敬、能×3D映像「YUGEN	

幽玄」（*）御鑑賞、マクロン大統領主催晩餐会
9/13	 	「若冲展－<動植彩絵>を中心に」（*）御視

察、松竹大歌舞伎（*）御鑑賞、エッフェル塔
点灯式（*）御臨席

＜（*）：ジャポニスム2018関連行事＞
往 中根外務副大臣 9/11-9/12 9/11	 	グリアOECD事務総長と会談
往 阿部外務副大臣 10/9-10/10 10/9	 	日本主催2025年国際博覧会誘致フォーラム及

びレセプション出席
往 安倍総理大臣 10/17-10/18 10/17		マクロン大統領と会談

10/18		アズレー・ユネスコ事務局長と会談
往 麻生副総理大臣兼財務

大臣
11/11 11/11		第一次世界大戦終戦100周年記念式典出席

往 阿部外務副大臣 11/21-11/23 11/21		シュークネヒトOECD事務次長と会談
往 世耕経済産業大臣 11/21-11/23 11/22		ル・メール経済・財務相等との会談

11/23		第164回BIE（博覧会国際事務局）総会、
2025開催決定国主催レセプション出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ブルガリア 往 安倍総理大臣 1/14-1/15 1/14	 	ボリソフ首相と会談

1/14	 	日・ブルガリア拡大首脳会合出席
1/15	 	ラデフ大統領に表敬

来 ドンチェフ副首相 2/19-2/24 2/20	 	河野外務大臣と会談
来 カラヤンチェヴァ国民議

会議長
11/17-11/21 11/19		天皇陛下が御引見

11/19		大島衆議院議長と会談
11/20		安倍総理大臣に表敬
11/20		伊達参議院議長と会談

ベルギー 往 林文部科学大臣 1/7	-	1/9 1/8	 	ライシャーツ教育文化総局総局長と会談
1/8	 	モエダス欧州委員と会談
1/9	 	カニエテ気候変動・エネルギー担当欧州委員と

会談
往 堀井学外務大臣政務官 1/31-2/1 1/31	 	パレスチナ支援調整委員会（AHLC）閣僚級

特別会合出席
往 世耕経済産業大臣 3/9-3/11 3/10	 	第2回日米欧三極貿易大臣会合出席

3/10	 	ライトハイザー米国通商代表と会談
3/10	 	マルムストローム欧州委員と会談

往 河野外務大臣 4/24-4/25 4/25	 	シリア及び地域の将来の支援に関する第2回ブ
リュッセル会合出席

4/25	 	サファディ・ヨルダン外務・移民相と会談
4/25	 	ハリーリ・レバノン首相に表敬
4/25	 	モゲリーニEU外務・安全保障政策上級代表と

会談
4/25	 	ザリーフ・イラン外相と会談
4/25	 	マルムストローム欧州委員と会談

往 安倍総理大臣 10/18-10/19 10/18		第2回「V4＋日本」首脳会合出席
10/18		ユンカー欧州委員会委員長と会談
10/18		メルケル・ドイツ首相と会談
10/18-19　	第12回アジア欧州会合（ASEM）首脳

会合出席
10/19		コンテ・イタリア首相と会談
10/19		シェンロン・シンガポール首相と会談
10/19		クルツ・オーストリア首相と会談

来 レンデルス副首相兼外
務・欧州問題相

10/29-11/2 10/29		河野外務大臣と会談
10/30		皇太子殿下と御接見

ポーランド 往 河野外務大臣 7/5-7/6 7/6	 	チャプトヴィチ外相と会談
往 原田環境大臣 12/11-12/16 気候変動枠組条約第24回締約国会議（COP24）出

席
12/11		ルフット・インドネシア海洋担当調整相と会談
12/12		ヨービーイン・マレーシア・エネルギー・科学・

技術・環境・気候変動相と会談
12/12		プライス・オーストラリア環境相と会談
12/12		解

か い

中国気候変動事務特別代表と会談
12/12		ラシード・モルディブ環境相と会談
12/13		ドゥアルテ・ブラジル環境相と会談
12/13		フェカドゥ・エチオピア気候変動相と会談
12/13		キースラー・エストニア環境相と会談
12/13		カニエテ気候変動・エネルギー担当欧州委員と

会談
12/14		ズルキフリ・シンガポール環境水資源相と会談
12/14		ティーリカイネン・フィンランド住宅・エネルギー環

境相と会談
12/14		コヴァルチク環境相と会談
12/14		シェルツ・ドイツ環境相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
マルタ 来 ムスカット首相及び同令

夫人
7/29-8/2 8/1	 	安倍総理大臣と会談

来 アベーラ外務・貿易振
興相

7/29-8/2 7/31	 	中根外務副大臣と会談

モルドバ 来 ウリアノブスキ外務・欧
州統合相

7/1-7/5 7/2	 	河野外務大臣と会談

モンテネグロ 来 ダルマノビッチ外相 10/31-11/5 11/1	 	河野外務大臣と会談
ラトビア 往 安倍総理大臣 1/13 クチンスキス首相と会談

往 岡本外務政務官 9/28-9/29 9/28	 	ベルグマニス国防相と会談
リトアニア 往 安倍総理大臣 1/13-1/14 1/13	 	グリボウスカイテ大統領に表敬

1/13	 	スクバルネリス首相と会談
1/13	 	日・リトアニア拡大首脳会合出席

往 岡本外務政務官 9/26-9/28 9/27	 	第一回日バルト協力対話出席
来 スクバルネリス首相 10/9-10/13 10/9	 	河野外務大臣と会談

10/12		安倍総理大臣と会談
ルーマニア 往 安倍総理大臣 1/16-1/17 1/16	 	ヨハニス大統領と会談

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス
アゼルバイジャン 往 河野外務大臣 9/5-9/6 9/5	 	アリエフ大統領に表敬

9/5	 	マムマドフ首相に表敬
9/5	 	メメディヤロフ外相と会談

アルメニア 往 堀井学外務大臣政務官 2/16-2/17 2/16	 	バブロヤン国民議会議長に表敬
2/16	 	ナルバンジャン外相と会談
2/16	 	カラヤン経済発展・投資相と会談

往 河野外務大臣 9/2-9/4 9/3	 	サルキシャン大統領に表敬
9/3	 	パシニャン首相に表敬
9/3	 	ムナツァカニャン外相と会談

ウズベキスタン 往 中根外務副大臣 7/15-7/16 7/16	 	ウズベキスタン議会下院主催国際円卓会議出
席

7/16	 	ホルムラードフ副首相兼国家投資委員会委員長
と会談

7/16	 	アハートフ外務次官（外相代理）と会談
7/16	 	サファーエフ上院第一副議長と会談
7/16	 	オタムラートフ下院副議長と会談

カザフスタン 往 山田外務大臣政務官 12/25-12/26 12/26		マディエフ・アルマティ副市長と会談
キルギス 往 山田外務大臣政務官 12/26-12/27 12/27		ボロノフ第一副首相と会談

12/27		アイダルベコフ外相と会談
ジョージア 往 河野外務大臣 9/4-9/5 9/4	 	ザルカリアニ外相と会談

9/4	 	マルグヴェラシヴィリ大統領に表敬
9/4	 	チュゴシヴィリ国会第一副議長と会談
9/4	 	バフタゼ首相に表敬

タジキスタン 来 ラフモン大統領 10/3-10/5 実務訪問賓客
10/5	 	天皇陛下と御会見
10/5	 	安倍総理大臣と会談
10/5	 	大島衆議院議長と会談

トルクメニスタン 来 メレドフ・トルクメニスタ
ン副首相兼外相

10/21-10/24 10/22		安倍総理大臣に表敬
10/22		河野外務大臣と会談
10/23		大島衆議院議長に表敬

ロシア 来 ラヴロフ外相 3/21-3/22 3/21	 	河野外務大臣と会談
往 堀井学外務大臣政務官 3/25-3/26 3/25	 	地域の魅力海外発信支援事業「日本の匠・日

本の道」出席
3/26	 	グロムィコ農業省次官と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 世耕経済産業大臣 4/28-4/29 4/28	 	シュヴァロフ第一副首相、オレシュキン経済発展

相と会談
4/28	 	第6回エネルギー・イニシアティブ協議会出席

往 世耕経済産業大臣 5/24-5/26 5/25	 	オレシュキン経済発展相と会談
5/25	 	サンクトペテルブルク国際経済フォーラム全体会

合出席
5/26	 	「ロシアにおける日本年」・「日本におけるロシア

年」開会式出席
往 松山内閣府特命担当大

臣
5/24-5/29 サンクトペテルブルク国際経済フォーラム2018出席

5/25	 	コチュコフ科学・高等教育相と会談
5/25	 	フルセンコ大統領補佐官と会談

往 安倍総理大臣 5/24-5/27 5/25	 	サンクトペテルブルク国際経済フォーラム出席
5/25	 	マクロン・フランス大統領と会談
5/25	 	日露ビジネス対話出席
5/26	 	プーチン大統領と会談
5/26	 	「ロシアにおける日本年」・「日本におけるロシア

年」開会式出席
往 世耕経済産業大臣 6/22-6/24 6/23	 	ニコラエフ・サハ共和国首長代行と会談

6/23	 	露議員との会合出席
往 松山内閣府特命担当大

臣
6/22-6/24 6/23	 	ニコラエフ・サハ共和国首長代行と会談

6/24	 	IT関連施設の視察
往 伊達参議院議長 7/23-7/24 7/23	 	マトヴィエンコ連邦院議長と会談

7/24	 	ヴォロジン国家院議長と会談
往 河野外務大臣 7/30-7/31 7/31	 	貿易経済に関する日露政府間委員会共同議長

間会合出席
7/31	 	ラヴロフ外相と会談
7/31	 	日露外務・防衛閣僚協議（「2+2」）出席

往 野田総務大臣 7/30-8/2 7/31	 	ノスコフ・デジタル発展・通信・マスコミ相と会談
往 小野寺防衛大臣 7/31-8/2 7/31	 	日露外務・防衛閣僚協議（「2+2」）出席

7/31	 	ショイグ国防相と会談
往 安倍総理大臣 9/10-9/13 9/10-13　	第4回東方経済フォーラム出席

9/10	 	プーチン大統領と会談
9/11	 	バトトルガ・モンゴル大統領と会談
9/12	 	習近平（しゅうきんぺい）中国国家主席と会談

往 松山内閣府特命担当大
臣

9/11-9/13 第4回東方経済フォーラム出席
9/12	 	アキモフ副首相との会談等

往 𠮷川農林水産大臣 10/9-10/10 10/10		黄金の秋（ロシア農業展示会）2018出席
10/10		ゴルジェエフ副首相と会談
10/10		パトルシェフ農業相と会談

（6）中東と北アフリカ
アフガニスタン 往 佐藤外務副大臣 4/8 4/8	 	カルザイ外務副大臣と会談

4/8	 	ラーズ外務副大臣と会談
アラブ首長国連
邦

往 河野外務大臣 1/14-1/15 1/14	 	アミン国際再生可能エネルギー機関（IRENA）
事務局長と会談

1/14	 	国際再生可能エネルギー機関（IRENA）第8
回総会出席

1/14	 	太平洋島嶼国首席代表と会談
1/14	 	ムハンマド・アブダビ皇太子に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 世耕経済産業大臣 1/15 ワールド・フューチャー・エナジー・サミット出席

ムハンマド・アブダビ皇太子、ジャーベル国務相兼アブダ
ビ国営石油会社（ADNOC）CEO、ベルフール高等教
育・高度技能担当国務相、マイサ国務相（女性活躍担
当）、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－産業相、サイフ副首相兼内務相とそれぞ
れ個別に会談

来 アブダッラー外務・国際
協力相

4/1-4/4 4/2	 	河野外務大臣と会談
4/3	 	皇太子殿下と御接見
4/3	 	安倍総理大臣に表敬

往 安倍総理大臣 4/29-4/30 4/30	 	日UAEビジネス・フォーラム出席
4/30	 	ムハンマド・アブダビ皇太子と会談

アルジェリア 往 河野外務大臣 12/26-12/28 12/27		メサヘル外相と会談
12/27		ウーヤヒヤ首相に表敬

イスラエル 来 ハネグビ国地域協力相 3/21-3/27 3/22	 	河野外務大臣と会談
往 安倍総理大臣 5/2-5/3 5/2	 	ネタニヤフ首相と会談

5/2	 	日・イスラエル拡大首脳会談出席
イラク 来 アバーディー首相 4/4-4/5 実務訪問賓客

4/5	 	イラクの治安改善のための経済開発に係る東京
会議出席

4/5	 	安倍総理大臣と会談
来 ジャアファリー外相 4/4-4/6 4/5	 	イラクの治安改善のための経済開発に係る東京

会議出席
4/5	 	河野外務大臣と会談

エジプト 往 堀井学外務大臣政務官 3/17-3/19 3/18	 	アブルゲイト・アラブ連盟事務総長に表敬
3/18	 	アブデルアール代議院議長に表敬
3/19	 	ローザ外務副大臣と会談

来 シュクリ外相 10/4-10/7 10/5	 	安倍総理大臣に表敬
10/5	 	河野外務大臣と会談
10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

カタール 往 松山内閣府特命担当大
臣

2/11-2/12 2/11	 	ハンマディー教育・高等教育相と会談
2/11	 	アリー文化・スポーツ相と会談

往 河野外務大臣 12/15-12/16 12/15		カタールフォーラム出席
12/15		アブドッラー・カタール国首相兼内相に表敬
12/15		メレシュカーヌ・ルーマニア外相と会談
12/15		カイレ・ソマリア首相に表敬
12/15		ムハンマド外相と会談

クウェート 往 佐藤外務副大臣 2/13-2/15 2/14	 	イラク復興支援閣僚級会合出席
2/14	 	アバーディー・イラク首相との会談
2/14	 	ビショップ・オーストラリア外相との会談
2/14	 	ジャーラッラー外務副大臣との会談
2/14	 	キム世界銀行総裁との会談

来 ガーニム国民議会議長 3/12-3/16 3/13	 	安倍総理大臣と会談
3/13	 	大島衆議院議長と会談
3/13	 	伊達参議院議長と会談
3/15	 	天皇陛下が御引見

サウジアラビア 往 世耕経済産業大臣 1/14 サルマン国王に表敬
アル=ファーレフ・エネルギー産業鉱物資源相と会談
アル＝カサビ商業投資相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
チュニジア 往 堀井学外務大臣政務官 3/16-3/17 3/16	 	ジヒナウイ外相と会談

3/16	 	ラアダリ開発・投資・国際協力相と会談
3/16	 	バッシュトブジ外相付国務長官と会談
3/16	 	在リビア日本国大使館臨時事務所オープニング・

セレモニー出席
往 河野外務大臣 12/25-12/26 12/26		エセブシ大統領に表敬

12/26		ジヒナウイ外相と会談
12/26		シェーヘド首相に表敬

トルコ 往 松山内閣府特命担当大
臣

2/10-2/11 2/10	 	「日本祭り2018」出席
クルトｳルムシュ文化観光相と会談

来 アクダー副首相 4/2-4/5 4/4	 	安倍総理大臣に表敬
往 福井内閣府特命担当大

臣
4/29-5/3 5/3	 	バク青年スポーツ相と会談

往 今村総理特使 7/9-7/10 7/9	 	エルドアン大統領就任式出席
7/9	 	エルドアン大統領に表敬

来 チャヴシュオール外相 11/4-11/6 11/5	 	河野外務大臣と会談
11/7	 	安倍総理大臣に表敬

バーレーン 往 河野外務大臣 10/27 第14回マナーマ対話出席
サルマン皇太子に表敬
ハリーファ首相に表敬
ハーリド外相と会談
サファディ・ヨルダン外務・移民相と会談

パレスチナ 往 安倍総理大臣 5/1 アッバース大統領と会談
モロッコ 往 鈴木外務大臣政務官 12/9-12/11 12/9	 	グランディ国連難民高等弁務官と会談

12/10		国連移住グローバル・コンパクト採択会合出席
往 河野外務大臣 12/23-12/25 12/24		ブリタ外務・国際協力相と会談

12/24		エル・オトマニ首相に表敬
ヨルダン 来 サファディ外務・移民相 3/8-3/10 3/9	 	安倍総理大臣に表敬

3/9	 	河野外務大臣と会談
往 河野外務大臣 4/28-4/30 4/28	 	シャンムガム・シンガポール内務兼法務相と会談

4/28	 	アブドッラー2世国王陛下に表敬
4/29	 	アカバ・プロセス会合出席
4/29	 	「平和と繁栄の回廊」構想第6回四者閣僚級

会合出席
4/30	 	ポンペオ米国国務長官と会談

往 安倍総理大臣 5/1 アブドッラー2世国王陛下と会談
ムルキー首相兼国防相と会談

往 佐藤外務副大臣 7/5 カウワール計画・国際協力相と会談
フレイハート統合参謀議長と会談

来 アブドッラー2世国王陛
下及び王妃陛下

11/25-11/27 実務訪問賓客
11/26		天皇皇后両陛下と御昼餐
11/26		皇太子同妃両殿下と御接見
11/27		安倍総理大臣と会談
11/27		河野外務大臣による拝謁

往 河野外務大臣 12/14-12/15 12/14		第1回日・ヨルダン外相間戦略対話出席

（7）アフリカ
アンゴラ 来 アウグスト外相 10/6-10/7 10/6	 	河野外務大臣と会談

10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
ウガンダ 来 クテサ外相 6/3-6/8 6/4	 	河野外務大臣と会談

来 オケロ国際問題担当国
務相

10/5-10/10 10/6	 	辻外務大臣政務官と会談
10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 佐藤外務副大臣 10/16-10/18 10/17		ムセベニ大統領に表敬

10/17		オケロ国際問題担当国務大臣と会談
エチオピア 来 アクリル外務国務相 2/4-2/9 2/8	 	佐藤外務副大臣と会談

来 アフェワク外務国務相 10/5-10/7 10/6	 	辻外務大臣政務官と会談
10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

エリトリア 往 佐藤外務副大臣 8/5-8/6 8/6	 	イサイアス大統領に表敬
ガーナ 来 ボチュウェイ外務・地域

統合相
10/6-10/7 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

10/7	 	河野外務大臣と会談
来 アクフォ＝アド大統領 12/10-12/13 12/11		天皇陛下と御会見

12/11		安倍総理大臣と会談
12/11		河野外務大臣による表敬

カーボベルデ 来 タヴァルシュ外務・共同
体相兼国防相

10/5-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	河野外務大臣と会談

カメルーン 往 佐藤外務副大臣 5/3-5/5 5/4	 	ヤン首相に表敬
5/4	 	ンベラ・ンベラ外相と会談

ガンビア 来 タンガラ外務・国際協
力・在外ガンビア人相

10/7-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	河野外務大臣と会談

ギニア 来 ジェネ・ケイタ協力・ア
フリカ統合相

10/5-10/8 10/6	 	辻外務大臣政務官と会談
10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

ケニア 往 茂木内閣府特命担当大
臣

8/22-8/23 8/23	 	ムチェル情報通信技術長官と会談

来 ジュマ外務長官 10/5-10/7 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	河野外務大臣と会談

往 佐藤外務副大臣 10/16 国連PKO支援部隊早期展開プロジェクト・アフリカ視察
往 佐藤外務副大臣 11/26-11/27 11/26		ブルー・エコノミー会合出席

11/26		ジュマ外務長官に表敬
コートジボワール 来 ニアレ・カバ計画・開

発相
10/4-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

10/7	 	佐藤外務副大臣と会談
コモロ連合 来 スエフ外務・国際協力・

仏語圏・在外コモロ人
担当相

2/3-2/7 外務省賓客
2/6	 	河野外務大臣と会談

往 佐藤外務副大臣 8/17-8/19 8/17	 	サリム青少年・スポーツ・労働・工芸・職業導
入・芸術文化相（外相代行）と会談

8/18	 	アザリ大統領に表敬
コンゴ民主共和
国

来 シェ=オキトゥンドゥ副首
相兼外務・地域統合相

10/5-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/6	 	河野外務大臣と会談

往 佐藤外務副大臣 10/18-10/19 10/18		チバラ首相に表敬
10/18		バハティ副首相兼計画相と会談
10/18		マキラ副首相兼運輸・交通相と会談
10/19		カビラ大統領に表敬
10/19		シェ＝オキトゥンドゥ副首相兼外務・地域統合大

臣と会談
ザンビア 往 堀井学外務大臣政務官 7/26-7/27 7/26	 	ルング大統領、ムスクワ鉱山鉱物開発相、カタ

ンボ農業相、ヤルマ商業貿易産業相にそれぞれ
個別に表敬

7/26	 	日・ザンビア貿易投資促進セミナー出席
来 マランジ外相 10/5-10/9 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

10/6	 	河野外務大臣と会談
来 ルング大統領 12/17-12/20 実務訪問賓客

12/18		河野外務大臣による表敬
12/19		天皇陛下と御会見
12/19		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
来 マランジ外相 12/17-12/20 実務訪問賓客（公式随員）

12/18		河野外務大臣によるルング大統領表敬に同席
12/19		日ザンビア首脳会談に同席

シエラレオネ 往 逢沢総理特使 5/11-5/13 5/12	 	ビオ大統領就任式出席
5/12	 	ビオ大統領に表敬
5/12	 	カバ外務・国際協力相と会談

来 カバ外務・国際協力相 10/5-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/6	 	河野外務大臣と会談

ジブチ 来 ユスフ外務・経済協力
相

8/28-9/1 8/30	 	河野外務大臣と会談

ジンバブエ 来 モハディ副大統領 3/3-3/6 3/6	 	安倍総理に表敬
3/6	 	河野外務大臣が表敬

往 田中総理特使 8/24-8/27 8/26	 	大統領就任式出席
8/26	 	ムナンガグワ大統領に表敬

スーダン 来 オサマ・ファイサル・外
務担当国務相

10/5-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	佐藤外務副大臣と会談

セーシェル 往 佐藤外務副大臣 8/22-8/23 8/23	 	フォール大統領に表敬
来 フォール外務長官 10/5-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

10/7	 	佐藤外務副大臣と会談
来 メリトン副大統領兼外相 12/1-12/8 12/5	 	河野外務大臣と会談

セネガル 来 カバ外務・在外セネガ
ル人相

10/4-10/7 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	河野外務大臣と会談

往 佐藤外務副大臣 11/4-11/8 11/5	 	サル大統領に表敬
11/6	 	第5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
11/6	 	カバ外相と会談

タンザニア 往 佐藤外務副大臣 7/31-8/2 7/31	 	マヒガ外務・東アフリカ協力相と会談
8/1	 	マグフリ大統領に表敬

来 マヒガ外務・東アフリカ
協力相

10/5-10/10 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	河野外務大臣と会談

チャド 往 佐藤外務副大臣 5/2-5/3 5/2	 	デビー・イトゥノ大統領に表敬
5/3	 	シェリフ外務・アフリカ統合・国際協力相と会談

中央アフリカ 往 佐藤外務副大臣 5/5-5/6 5/5	 	トゥアデラ大統領に表敬
5/5	 	ドゥバンヌ外務・在外国民相と会談

来 ドゥバンヌ外務・在外国
民相

5/18 5/18	 	河野外務大臣と会談
5/18	 	佐藤外務副大臣と会談

来 ドゥバンヌ外務・在外国
民相

10/4-10/8 10/5	 	河野外務大臣と会談
10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

ブルキナファソ 来 バリー外務・協力相 10/5-10/7 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	河野外務大臣と会談

来 カボレ大統領及び同令
夫人

11/18-11/22 公式実務訪問賓客
11/19		安倍総理大臣と会談
11/20		天皇皇后両陛下と御会見

ベナン 来 アベノンシ外務・協力
相

6/18-6/21 外務省賓客
6/20	 	河野外務大臣と会談

来 アベノンシ外務・協力
相

10/6-10/7 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	河野外務大臣と会談

ボツワナ 往 新藤総理特使 3/30-4/3 4/1	 	マシシ大統領就任式出席
4/1	 	マシシ大統領に表敬

来 ダウ外務国際協力相 10/5-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	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
マダガスカル 往 佐藤外務副大臣 8/19-8/20 8/20	 	ラジャオナリマンピアニナ大統領に表敬

8/20	 	ドゥヴ外相と会談
来 ドゥヴ外務国際協力相 10/5-10/7 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

10/6	 	河野外務大臣と会談
マラウイ 来 ファビアノ外務・国際協

力相
10/4-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

10/7	 	河野外務大臣と会談
マリ 来 カマラ外務・国際協力

相
10/6-10/7 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

10/6	 	河野外務大臣と会談
南アフリカ 往 岡本外務大臣政務官 5/2-5/3 5/3	 	「日アフリカ官民経済フォーラム」第1回会合

出席
5/3	 	アブディ・ソマリア外務・国際協力閣外相と会

談
往 世耕経済産業大臣 5/3-5/4 5/3	 	日アフリカ官民経済フォーラム出席

5/3	 	ラマポーザ大統領に表敬
5/3	 	デービス貿易産業相、ハデベ・	エネルギー相と

それぞれ個別に会談
5/4	 	マチャリア・ケニア運輸・インフラ都市開発長官、

カレマニ・タンザニア・エネルギー相とそれぞれ個
別に会談

5/4	 	フォンセカ・アンゴラ経済企画相、ダ・シルヴァ・
アンゴラ工業相と会談

5/4	 	ムスクワ・ザンビア鉱物資源開発相、ムシンバ・
ザンビア情報通信相、ツチテラ・ザンビア・イン
フラ相と会談

5/4	 	カレマニ・タンザニア・エネルギー相と会談
往 山田外務大臣政務官 10/31-11/3 第18回環インド洋連合（IORA）閣僚会合出席

南スーダン 来 ニアル外務国際協力相 10/4-10/9 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	河野外務大臣と会談

モザンビーク 来 マカモ国民議会議長及
び同夫君

2/4-2/10 2/6	 	伊達参議院議長と会談
2/6	 	佐藤外務副大臣と会談
2/7	 	大島衆議院議長と会談
2/8	 	天皇皇后両陛下が御引見
2/8	 	安倍総理大臣に表敬

来 パシェコ外務協力相 10/4-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	河野外務大臣と会談

モーリシャス 往 佐藤外務副大臣 8/20-8/21 8/21	 	ジャグナット首相に表敬
8/21	 	ラチュミナライドゥ外務・地域統合・国際貿易相

と会談
8/21	 	シナタンブー社会保障・国家連帯・環境・持続

可能な開発相と会談
モーリタニア 来 イスマイール外務・協力

相
10/5-10/7 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席

10/6	 	河野外務大臣と会談
リベリア 往 佐藤外務副大臣（総理

特使）
1/21-1/23 1/22	 	ウェア大統領就任式出席

1/23	 	ウェア大統領に表敬
来 フィンドリー外相 10/4-10/8 10/5	 	河野外務大臣と会談

10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
ルワンダ 往 堀井学務大臣政務官 7/23-7/25 7/24	 	ムシキワボ外務・協力・EAC相と会談

7/24	 	ルランギルワICT相と会談
7/24	 	日・ルワンダ投資促進セミナー特別セッション出

席
7/25	 	アカマンジ開発庁総裁と会談
7/25	 	キガメ大統領に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 茂木内閣府特命担当大

臣
8/20-8/22 8/21	 	ルランギルワICT相と会談

来 ンドゥフンギレへ外務・
協力・東アフリカ共同
体担当国務相

10/5-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/6	 	辻外務大臣政務官と会談

レソト 来 アウマネ開発計画相 10/5-10/8 10/6-7　	アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合出席
10/7	 	河野外務大臣と会談

（8）国際機関
アフリカ開発銀行
（AfDB）

来 アデシナ総裁 3/8-3/12 3/9	 	中根外務副大臣と会談

経済協力開発機
構（OECD）

来 グリア事務総長 4/11-4/13 4/12	 	OECD－経団連－BIAC－日本経済研究セン
ター共催セミナー出席

4/12	 	安倍総理大臣に表敬
4/12	 	河野外務大臣と会談
4/12	 	質の高いインフラの推進に関するセミナー出席
4/13	 	第3回閣僚級世界患者安全サミット出席

国際移住機関
（IOM）

来 スウィング事務局長 2/28-3/2 3/2	 	河野外務大臣と会談

国際エネルギー
機関（IEA）

来 ビロル事務局長 2/26-2/28 2/27	 	岡本外務大臣政務官と会談
来 ビロル事務局長 10/20-10/23 10/23		河野外務大臣と会談

国際海底機構
（ISA）

来 ロッジ事務局長 10/8-10/12 10/11		山田外務大臣政務官と会談

国際家族計画連
盟（IPPF）

来 ベルメホ事務局長 5/27-5/31 5/29	 	中根外務副大臣と会談

国際原子力機関
（IAEA）

来 天野事務局長 4/9-4/10 4/9	 	河野外務大臣と会談
4/10	 	安倍総理大臣に表敬

来 天野事務局長 12/17-12/18 12/17		河野外務大臣と会談
12/18		安倍総理大臣に表敬

国際再生可能
エネルギー機関
（IRENA）

来 アミン事務局長 4/2-4/8 4/3	 	河野外務大臣と会談
4/4	 	「再生可能エネルギー外交の時代と日本の進路」

出席
国連（UN） 来 グテーレス事務総長 8/7-8/9 実務訪問賓客

8/8	 	安倍総理大臣と会談
8/9	 	河野外務大臣と会談
8/9	 	長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典参列

来 エスピノサ国連総会議
長

8/29-8/31 8/30	 	河野外務大臣と会談
8/31	 	安倍総理大臣に表敬

国連訓練調査研
究所（UNITAR）

来 セス事務局長 3/26-3/29 3/26	 	中根外務副大臣と会談

国連工業開発機
関（UNIDO）

来 李勇（リーヨン）事務
局長

4/15-4/18 4/16	 	中根外務副大臣と会談

国連児童基金
（UNICEF）

来 フォア事務局長 10/7-10/10 10/9	 	河野外務大臣と会談
10/9	 	皇太子同妃両殿下と御接見

国連人口基金
（UNFPA）

来 カネム事務局長 6/28-6/30 6/29	 	堀井巌外務大臣政務官と会談

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

10/24-10/28 10/26		皇太子同妃両殿下と御接見

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

1/23-1/26 1/24	 	河野外務大臣と会談
1/24	 	堀井巌外務大臣政務官と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
国 連 薬 物・
犯 罪 事 務 所
（UNODC）

来 フェドートフ事務局長 8/27-8/29 8/27	 	河野外務大臣と会談

世界エイズ・結
核・マラリア対
策基金

来 サンズ事務局長 4/22-4/25 4/23	 	中根外務副大臣と会談

世界観光機関	
	（UNWTO）

来 ポロリカシュヴィリ事務
局長

9/19-9/25 9/21	 	堀井巌外務大臣政務官と会談

世界銀行（WB） 来 キム総裁 10/16 安倍総理大臣に表敬
	麻生副総理大臣兼財務大臣と会談

世界貿易機関
（WTO）

来 アゼベド事務局長 11/7-11/8 11/7	 	河野外務大臣と会談
11/8	 	安倍総理大臣に表敬

赤十字国際委員
会（ICRC）

来 マウラｰ総裁 11/20-11/22 11/21		天皇皇后両陛下とお茶
11/21		佐藤外務副大臣と会談

多数国間投資保
証機関（MIGA）

来 本田長官 4/11/4/16 4/16	 	中根外務副大臣と会談

東南アジア諸国
連合（ASEAN）

来 リム事務総長 3/7-3/9 3/7	 	河野外務大臣と会談
3/8-9　	OECD東南アジア地域プログラム（SEARP）

閣僚会合及び運営グループ会合出席
日中韓協力事務
局

来 李鍾憲（イジョンホン）
事務局長

3/11-3/15 3/12	 	中根外務副大臣と会談

万国郵便連合
（UPU）

来 フセイン国際事務局長 1/31-2/4 2/1	 	中根外務副大臣と会談

ミュンヘン安全保
障会議

来 イッシンガー議長 3/19 	河野外務大臣と会談

359外交青書 2019

要人往来

資
料
編


