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要人往来
（2019年1月1日-12月31日）

〈記載対象と留意点〉
1．対象期間は2019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、総理特使、特派
大使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または国際
機関の長の来日であり、
（1）日本の外務大臣または外務大臣以上の要人と会談などがあったもの、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 河野外務大臣 1/7-1/9 1/7� �第10回日印外相間戦略対話出席

1/7� �モディ首相を表敬
1/8� �印日友好フォーラム立ち上げ式出席
1/8� �スワラージ外相ほかと会談
1/9� �ペイン・オーストラリア外相と会談

往 山下法務大臣 1/9-1/11 1/10� �シン内務相と会談
1/10� �ゴゴイ最高裁判所長官と会談
1/10� �プラサド法務・司法相と会談

往 伊達参議院議長 1/10-1/13 1/11� �ハリワンシュ上院副議長と会談
往 茂木内閣府特命担当大臣 1/15-1/16 1/16� �現地企業関係者と懇談
来 ハリワンシュ上院副議長 3/16ｰ3/20 3/18� �大島衆議院議長と会談

3/19� �安倍総理大臣と会談
3/19� �伊達参議院議長と会談
3/19� �河野外務大臣と会談

往 片山内閣府特命担当大臣 5/2-5/4 5/3� �パンデ固有識別番号庁最高経営責任者と会談
来 モディ首相 6/27-6/29 6/27� �安倍総理大臣と会談

6/28-29　�G20大阪サミット出席
6/28� �日米印首脳会談出席

来 ジャイシャンカル外相 6/27-6/29 モディ首相に同行
6/29� �第11回日印外相間戦略対話出席

来 コヴィンド大統領及び同令
夫人

10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 ビルラ下院議長 11/3-11/6 11/4� �第6回G20国会議長会議出席
来 ジャイシャンカル外相 11/22-11/23 11/22-23　�G20愛知・名古屋外務大臣会合出席

11/23� �茂木外務大臣と会談
往 河野防衛大臣 11/29-12/1 11/30� �モディ首相を表敬

11/30� �シン国防相と会談
11/30� �第1回日印外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）出席

往 茂木外務大臣 11/30-12/1 11/30� �モディ首相を表敬
11/30� �第12回日印外相間戦略対話出席
11/30� �第1回日印外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）出席

往 梶山経済産業大臣 12/10 プラダン石油・天然ガス兼鉄鋼相と会談
ゴヤル商工相と会談
シン原子力閣外相と会談
第10回日印エネルギー対話出席
シン電力・新・再生可能エネルギー相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
インドネシア 来 ルトノ外相 3/22-3/24 3/24� �阿部外務副大臣と会談

往 世耕経済産業大臣 5/29-5/30� 5/29� �ルキタ商業相と会談
5/29� �ジョナン鉱物資源相と会談
5/29� �ルフット海洋調整担当相と会談
5/29� �日インドネシア官民対話出席

来 ジョコ大統領 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席
来 ルトノ外相 6/27-6/29 ジョコ大統領に同行

6/27� �河野外務大臣と会談
往 山下法務大臣 7/25-7/26 7/26� �ハニフ労働相と会談

7/26� �ヤソンナ法務人権相と会談
7/26� �リムASEAN事務総長と会談

往 中山外務大臣政務官 10/19-10/20 10/20� �ジョコ大統領就任式出席
10/20� �ジョコ大統領を表敬

来 マルフ・アミン副大統領及
び同令夫人

10/21-10/22 10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 プアン国会議長 11/2-11/8 11/4� �第6回G20国会議長会議出席
来 ルトノ外相 11/21-11/23 11/22-23　�G20愛知・名古屋外務大臣会合出席

11/22� �茂木外務大臣と会談
往 赤羽国土交通大臣 12/25-12/31 12/26� �バスキ公共事業・国民住宅相と会談

12/26� �ブディ運輸相と会談
オーストラリア 往 梶山経済産業大臣 1/9-1/11 1/10� �第2回日豪経済閣僚対話出席

1/10� �キャナバン資源・北部豪州相と会談
往 鈴木外務大臣政務官 2/23-2/25 2/23� �リーン・ビクトリア州議会上院議長と会談

2/23� �パラス・ビクトリア州財務相と会談
2/24� �ウィン・ビクトリア州計画・住宅・多文化相と

会談
2/24� �パクラ・ビクトリア州雇用・改革・貿易・観

光・スポーツ・大規模イベント・競馬相と会談
来 モリソン首相 6/27-6/30 6/27� �安倍総理大臣と会談

6/28-29　�G20大阪サミット出席
来 ハーレー連邦総督及び同令
夫人

10/20-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 スミス連邦下院議長 11/2-11/5 11/4� �第6回G20国会議長会議出席
11/4� �山東参議院議長と会談

来 ライアン連邦上院議長 11/3-11/5 11/4� �第6回G20国会議長会議出席
11/4� �山東参議院議長と会談

来 ペイン外相 11/22-11/23 11/22� �茂木外務大臣と会談
11/23� �G20愛知・名古屋外務大臣会合出席
11/23� �第10回軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）

外相会合出席
韓国 来 文

ム ン ジ ェ イ ン

在寅大統領 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席
来 康

カンギョンファ

京和外交部長官 6/27-6/29 文在寅大統領に同行
6/28� �河野外務大臣と会談

往 柴山文部科学大臣 8/29�-�8/30 8/29� �雒
ルオ・シ ュ ガ ン

樹剛中国文化・観光部長と会談
8/29� �朴

パ ク・ ヤ ン ウ

良雨韓国文化体育観光部長官と会談
8/30� �第11回日中韓文化大臣会合出席

往 石井国土交通大臣 8/30-8/31 8/30� �第9回日中韓観光大臣会合出席
往 鈴木外務大臣政務官 9/1-9/2 9/1� �「日韓交流おまつり2019�in�Seoul」出席

9/1� �李
イ ・ テ ホ

泰鎬外交部第二次官と会談
来 李

イ・ナ ギ ョ ン

洛淵国務総理 10/22-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/24� �安倍総理大臣と会談

来 文
ム ン・ヒ サ ン

喜相国会議長 11/3-11/6 11/4� �第6回G20国会議長会議出席
来 康

カンギョンファ

京和外交部長官 11/22-11/23 11/22-23　�G20愛知・名古屋外務大臣会合出席
11/23� �茂木外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 加藤厚生労働大臣 12/14-12/15 12/14-15　�第12回日中韓保健大臣会合出席

12/15� �朴
パ ク・ ヌ ン フ

凌厚韓国保健福祉部長官と会談
12/15� �馬

ば し ょ う え い

暁偉中国国家衛生健康委員会主任と会談
12/15� �葛西世界保健機関（WHO）西太平洋地域事務

局地域事務局長と会談
往 萩生田文部科学大臣 12/25-12/26 12/26� �第4回日中韓科学技術協力担当大臣会合出席

12/26� �王
オ ウ・ シ ゴ ウ

志剛中国科学技術部長と会談
12/26� �崔

チ ェ・ ギ ヨ ン

起栄韓国科学技術情報通信部長官と会談
カンボジア 往 世耕経済産業大臣 3/2-3/3 3/2� �第7回RCEP中間閣僚会合出席

3/2� �チュティマ・タイ商務相代理と会談
3/2� �エンガル・インドネシア商業相と会談
3/2� �チャン・シンガポール貿易産業相と会談
3/2� �プラブー・インド商工相と会談

来 フン・セン首相 5/28-5/31 5/31� �安倍総理大臣と会談
往 鈴木外務大臣政務官 8/21-8/23 8/21� �フン・セン首相を表敬

8/21� �プラック・ソコン副首相兼外相を表敬
8/23� �ブン・ホン内務長官と会談
8/23� �ソック・チェンダソピア首相補佐特命大臣兼カ

ンボジア開発評議会事務局長主催昼食会出席
来 シハモニ国王陛下 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

10/22� �安倍総理大臣と会談
クック諸島 来 マースターズ女王名代及び

同令夫人
10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列

サモア 来 トゥイラエパ首相 10/1-10/6 10/2� �安倍総理大臣と会談
来 トゥイマレアリイファノ国
家元首及び同令夫人

10/20-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

シンガポール 往 伊達参議院議長 1/13-1/15 1/14� �タン国会議長と会談
往 平井内閣府特命担当大臣 1/13-1/15 1/14� �科学技術関係企業と意見交換
往 宮腰内閣府特命担当大臣 5/2－5/4 5/2� �ファン精神衛生研究所医療委員会会長と会談

5/3� �リー社会家庭振興相と会談
5/3� �フォン問題ギャンブリング国家評議会議長と会談
5/3� �レイ・フーン海事港湾庁長官と会談
5/3� �黒木ReCAAP情報共有センター事務局長と会談

来 ヘン・スイキャット副首相
兼財務相

5/29-6/1 5/30� �日経アジアの未来出席
5/30� �安倍総理大臣を表敬
5/31� �河野外務大臣と会談

往 世耕経済産業大臣 5/30-5/31� 5/30� �チャン・シンガポール貿易産業相と会談
往 岩屋防衛大臣 5/31-6/2 6/1� �第18回IISSアジア安全保障会議（シャングリ

ラ・ダイアローグ）出席
6/1� �レイノルズ・オーストラリア国防相と会談
6/1� �魏

ぎ

鳳
ほ う

和
わ

中国国防部長と会談
6/1� �日米豪防衛相会談出席
6/2� �日米韓防衛相会談出席

来 リー・シェンロン首相 6/27-6/30 6/28-29　�G20大阪サミット出席
来 ビビアン・バラクリシュナ
ン外相

6/27-6/30 リー・シェンロン首相に同行
6/28� �河野外務大臣と会談

来 ハリマ・ヤコブ大統領及び
同夫君

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

来 ビビアン・バラクリシュナ
ン外相

11/22-11/23 11/22-23　�G20愛知・名古屋外務大臣会合出席
11/22� �茂木外務大臣と会談

来 サム・タン外務担当兼社
会・家庭振興担当国務相

12/9-12/17 12/10� �若宮外務副大臣と会談

往 赤羽国土交通大臣 12/29-12/30 12/30� �コー・ブンワン�インフラ統括兼運輸相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
スリランカ 往 阿部外務副大臣 6/11-6/12 6/12� �ウィクラマシンハ首相と会談

6/12� �セナナヤケ外務担当国務相と会談
6/12� �連続爆破テロ現場献花

来 シリセーナ大統領及び同令
夫人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

往 茂木外務大臣 12/12-12/14 12/13� �ゴタバヤ・ラージャパクサ大統領を表敬
12/13� �グナワルダナ外相と会談
12/13� �マヒンダ・ラ－ジャパクサ首相を表敬

ソロモン 往 鈴木外務大臣政務官 8/19-8/20 8/19� �ソガバレ首相を表敬
8/19� �ホウエニプウェラ開発計画・援助調整相と会談

来 ブナギ総督及び同令夫人 10/20-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列
タイ 来 ドーン外相 5/10-5/13 5/13� �河野外務大臣と会談

往 鈴木外務大臣政務官 5/26-5/27 5/27� �国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）
第75回総会閣僚会合出席

5/27� �日本・ESCAP・国連防災機関（UNDRR）共催
津波と水関連防災イベント出席

5/27� �アリシャバナ・ESCAP事務局長と会談
来 プラユット首相 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席

6/28� �安倍総理大臣と会談
往 河野外務大臣 7/31-8/3 7/31� �ミン・ベトナム副首相兼外相と会談

8/1� �日ASEAN外相会議出席
8/1� �康

カンギョンファ

京和韓国外交部長官と会談
8/1� �王

お う

毅
き

中国国務委員兼外交部長と会談
8/1� �ラーブ英国外務・英連邦相と会談
8/1� �ジャイシャンカル・インド外相と会談
8/1� �フリーランド・カナダ外相と会談
8/1� �サイフディン・マレーシア外相と会談
8/1� �第9回日米豪閣僚級戦略対話出席
8/1� �プラック・ソコン・カンボジア副首相兼外務国

際協力相と会談
8/1� �モゲリーニ・EU外務・安全保障政策上級代表

と会談
8/1� �ペイン・オーストラリア外相と会談
8/2� �第20回ASEAN＋3（日中韓）外相会議出席
8/2� �第9回東アジア首脳会議（EAS）参加国外相会

議出席
8/2� �エルワン・ブルネイ第二外相と会談
8/2� �ドーン・タイ外相と会談
8/2� �第26回ASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚

会合出席
8/2� �日米韓外相会合出席
8/2� �ツォグトバータル・モンゴル外相と会談
8/2� �ロクシン・フィリピン外相と会談
8/3� �第12回日メコン外相会議出席

往 世耕経済産業大臣 9/7-9/9 9/7� �ロペス・フィリピン貿易産業相と会談
9/7� �チャン・シンガポール貿易産業相と会談
9/7� �チュリン・タイ副首相兼商務相と会談
9/7� �第25回日ASEAN経済大臣会合出席
9/8� �ゴヤル・インド商工相と会談
9/8� �バーミンガム・オーストラリア貿易・観光・投

資相と会談
9/8� �第7回RCEP閣僚会合出席

往 菅原経済産業大臣 10/12-10/13 10/12� �バーミンガム・オーストラリア貿易・観光・投
資相と会談

10/12� �ゴヤル・インド商工相と会談
10/12� �オコナー・ニュージーランド貿易・輸出振興副

大臣と会談
10/12� �第9回RCEP中間閣僚会合出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 プラユット首相兼国防相及
び同令夫人

10/22-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

往 安倍総理大臣 11/3-11/5 11/4� �プラユット首相兼国防相と会談
11/4� �第22回ASEAN＋3（日中韓）首脳会議出席
11/4� �李

り

克
こ く

強
きょう

中国国務院総理と会談
11/4� �モディ・インド首相と会談
11/4� �リー・シェンロン・シンガポール首相と会談
11/4� �第14回東アジア首脳会議（EAS）出席
11/4� �ドゥテルテ・フィリピン大統領と会談
11/4� �第22回日ASEAN首脳会議出席
11/4� �第3回RCEP首脳会議出席
11/4� �ジョコ・インドネシア大統領と会談
11/4� �フック・ベトナム首相と会談
11/4� �第11回日本・メコン地域諸国首脳会議出席

往 河野防衛大臣 11/16-11/19 11/17� �プラユット首相兼国防相と会談
11/17-18　�第6回拡大ASEAN国防相会議出席及び第5

回日ASEAN防衛担当大臣会合出席
11/17� �鄭

チョンギョンドゥ

景斗韓国国防部長官と会談
11/17� �シン・インド国防相と会談
11/17� �日米韓防衛相会談出席
11/17� �マーク・ニュージーランド国防相と会談
11/17� �ロレンザーナ・フィリピン国防相と会談
11/17� �セイン・ウィン・ミャンマー国防相と会談
11/17� �ウン・シンガポール国防相と会談
11/18� �エスパー米国国防長官と会談
11/18� �プラボウォ・インドネシア国防相と会談

往 森法務大臣 12/12-12/14 12/13� �チャトゥモンコン労働相と会談
12/13� �ソムサック法務相と会談

中国 往 茂木内閣府特命担当大臣 1/8-1/10 1/9� �現地企業関係者と懇談
往 片山内閣府特命担当大臣 1/8-1/10 1/10� �沈

し ん

躍
や く

躍
や く

中華全国婦女連合会主席と会談
1/10� �寧

ね い

吉
き つ

喆
て つ

国家発展改革委員会副主任と会談
往 鈴木外務大臣政務官 1/16-1/18 1/17� �「地域の魅力海外発信支援事業」キックオフセ

レモニー出席
往 河野外務大臣 4/13-4/15 4/14� �「2019北京・日本映画週間」開幕式出席

4/14� �「日中青少年交流推進年」開幕式出席
4/14� �第5回日中ハイレベル経済対話出席
4/15� �李

り

克
こ く

強
きょう

国務院総理を表敬
4/15� �王

お う

毅
き

国務委員兼外交部長と会談
往 世耕経済産業大臣 4/13-4/15 4/14� �第5回日中ハイレベル経済対話出席

4/15� �李
り

克
こ く

強
きょう

国務院総理を表敬
4/15� �鍾

しょう

山
ざ ん

商務部長と会談
往 片山内閣府特命担当大臣 4/14 第5回日中ハイレベル経済対話出席

張
ちょう

勇
ゆ う

国家発展改革委員会副主任と会談
往 石井国土交通大臣 4/14-4/15 4/14� �第5回日中ハイレベル経済対話出席

4/15� �李
り

克
こ く

強
きょう

国務院総理を表敬
往 吉川農林水産大臣 4/14-4/15 4/14� �第5回日中ハイレベル経済対話出席

4/15� �李
り

克
こ く

強
きょう

国務院総理を表敬
4/15� �韓

か ん

長
ちょう

賦
ふ

農業農村部長と会談
往 原田環境大臣 4/14-4/15 4/14� �第5回日中ハイレベル経済対話出席

4/15� �李
り

克
こ く

強
きょう

国務院総理を表敬
4/15� �李

り

幹
か ん

傑
け つ

生態環境部長と会談
往 二階総理特使 4/24-4/29 4/26� �第2回「一帯一路」国際協力ハイレベルフォー

ラム出席
4/28� �胡

こ

春
しゅん

華
か

副首相と会談
来 楊

よ う け つ ち

潔篪中国共産党中央政治
局委員

5/16-5/18 5/17� �河野外務大臣と会談
5/17� �安倍総理大臣を表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 鈴木外務大臣政務官 5/25－5/26 5/25� �譚

た ん さ く き ん

作鈞大連市書記と会談
5/26� �日中文化観光大連交流大会開幕式出席
5/26� �譚

たんせいきょく

成旭大連市長と会談
来 習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

国家主席 6/27-6/29 6/27� �安倍総理大臣と会談
6/28-29　�G20大阪サミット出席

往 片山内閣府特命担当大臣 7/3 サマーダボス会議出席
シュワブ世界経済フォーラム（WEF）会長と会談

往 世耕経済産業大臣 8/2-8/4 8/2� �チャン・シンガポール貿易産業相と会談
8/3� �第8回RCEP中間閣僚会合出席
8/3� �鍾山中国商務部長と会談
8/3� �チュリン・タイ副首相兼商務相と会談
8/3� �バーミンガム・オーストラリア貿易・観光・投

資相と会談
往 河野外務大臣 8/20-8/22 8/20� �王

お う

毅
き

国務委員兼外交部長と会談
8/21� �第9回日中韓外相会議出席
8/21� �康

カンギョンファ

京和韓国外交部長官と会談
8/22� �李

り

克
こ く

強
きょう

国務院総理を表敬
往 阿部外務副大臣 8/24-8/27 8/24� �盧

ろ よ う せ い

雍政貴州省副省長と会談
8/27� �羅

ら

照
しょう

輝
き

外交部副部長と会談
来 王

お う

岐
き

山
ざ ん

国家副主席（国家主
席特使）

10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣を表敬

往 若宮外務副大臣 11/4-11/6 11/5� �世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合出席
11/6� �羅

ら

照
しょう

輝
き

外交部副部長と会談
来 王

お う

毅
き

国務委員兼外交部長 11/22-11/26 11/23� �G20愛知・名古屋外務大臣会合出席
11/25� �安倍総理大臣を表敬
11/25� �第1回日中ハイレベル人的・文化交流対話出席
11/25� �茂木外務大臣と会談

往 河野防衛大臣 12/18-12/19 12/18� �魏
ぎ

鳳
ほ う

和
わ

国防部長と会談
12/18� �許

き ょ き り ょ う

其亮中央軍事委員会副主席を表敬
12/19� �部隊視察

往 梶山経済産業大臣 12/22-12/23 12/22� �鍾
しょう

山
ざ ん

商務部長と会談
12/22� �第12回日中韓経済貿易大臣会合出席

往 安倍総理大臣 12/23-12/25 12/23� �習
しゅう

近
き ん

平
ぺ い

国家主席と会談
12/24� �第8回日中韓サミット出席
12/24� �文

ム ン ジ ェ イ ン

在寅韓国大統領と会談
12/25� �李

り

克
こ く

強
きょう

国務院総理と会談
往 茂木外務大臣 12/23-12/25 12/24� �第8回日中韓サミット同席

12/24� �康
カンギョンファ

京和韓国外交部長官と会談
12/25� �王

お う

毅
き

国務委員兼外交部長と会談
中国（香港） 往 山下法務大臣 1/8-1/9 1/9� �鄭

テレ サ・チ ェ ン

若驊法務長官と会談
1/9� �張

マシュー・チャン

建宗政務長官と会談
来 林

キ ャ リ ー ・ ラ ム

鄭月娥行政長官 4/7-4/9 4/8� �河野外務大臣と会談
4/9� �安倍総理大臣を表敬

往 石井国土交通大臣 5/1-5/5 5/2� �林
キ ャ リ ー ・ ラ ム

鄭月娥香港特別行政区行政長官と会談
5/2� �劉

アンソニー・ラウ

鎮漢香港政府観光局理事長と会談と会談
往 吉川農林水産大臣 8/15-8/17 8/16� �香港Food�Expo�2019出席

8/16� �陳
ソフィア・チャン

肇始食物衛生局長官と会談
来 林

キ ャ リ ー ・ ラ ム

鄭月娥行政長官 10/21-10/22 10/22� �即位礼正殿の儀参列
中国（マカオ） 往 石井国土交通大臣 5/2-5/3 5/3� �コタイ地区IR視察

来 崔
フェルナンド・チョイ

世安行政長官及び同令夫
人

10/21-10/22 10/22� �即位礼正殿の儀参列
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ツバル 往 鈴木外務大臣政務官（総理

特使）
8/15-8/17 8/15� �ウィーラー英国外務省アジア・太平洋担当政務

次官と会談
8/15� �ホーク・オーストラリア国際開発・太平洋兼国

防補佐大臣と会談
8/16� �第31回太平洋諸島フォーラム（PIF）域外国対

話出席
8/16� �バーンハート米国内務長官と会談
8/16� �ソポアンガ首相を表敬

来 コフェ法務・通信・外相及
び同令夫人

10/21-10/24 10/21� �茂木外務大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

トンガ 来 トゥポウ6世国王陛下及び
ナナシパウウ王妃陛下

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

往 中山外務大臣政務官 12/19-12/20 12/20� �トゥイオネトア首相を表敬
12/20� �テイ気象・エネルギー・情報・災害管理・環

境・通信・気候変動相を表敬
12/20� �ラベマアアウ財務相を表敬

ナウル 来 エニミア大統領 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

ニュージーラン
ド

往 鈴木外務大臣政務官 2/22-2/23 2/22� �ニュージーランド・クライストチャーチ震災8
周年追悼式典出席

来 アーデーン首相及び同パー
トナー

9/18-9/21 実務訪問賓客
9/19� �安倍総理大臣と会談

来 レディー総督及び同夫君 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
来 ピーターズ副首相兼外相 10/30-11/3 10/31� �茂木外務大臣と会談
来 ピーターズ副首相兼外相 11/22-11/23 11/23� �G20愛知・名古屋外務大臣会合出席
往 中山外務大臣政務官 12/20-12/21 12/21� �在留邦人と意見交換

ネパール 往 河野外務大臣 1/9-1/10 1/9� �ギャワリ外相と会談
1/10� �オリ首相を表敬
1/10� �バンダリ大統領を表敬

来 バンダリ大統領 10/20-10/23 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

パキスタン 来 クレーシ外相 4/21-4/24 4/23� �河野外務大臣と会談
来 アルビ大統領及び同令夫人 10/20-24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

10/23� �安倍総理大臣と会談
バヌアツ 往 中山外務大臣政務官 12/16-12/18 12/16� �無償資金協力「テオウマ橋災害復興計画」署名

式出席
12/16� �レゲンバヌ外相を表敬
12/17� �サルワイ首相を表敬
12/17� �レンゴン気候変動適応・気象・地質災害・環

境・エネルギー相を表敬
パプアニューギ
ニア

来 ダダイ総督 10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列

パラオ 来 レメンゲサウ大統領 1/15-1/18 1/17� �河野外務大臣と会談
往 鈴木外務大臣政務官（総理
特使）

2/19-2/21 2/20� �第1回日・ミクロネシア3国会議出席
2/20� �第19回ミクロネシア大統領サミット出席
2/20� �レメンゲサウ大統領と会談
2/20� �ハイネ・マーシャル諸島共和国大統領と会談
2/20� �ロバート・ミクロネシア外相と会談
2/20� �ラストン・オーストラリア国際開発・太平洋補

佐大臣と会談
来 レメンゲサウ大統領及び同
令夫人

3/7-3/12 実務訪問賓客
3/8� �安倍総理大臣と会談
3/11� �天皇皇后両陛下と御昼餐

往 河野外務大臣 8/5-8/7 8/6� �レメンゲサウ大統領を表敬
8/6� �マルグ国務相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 鈴木東京オリンピック・東
京パラリンピック競技大会
担当大臣

8/18-8/21 8/19� �レメンゲサウ大統領と会談　
8/19-20　�ホストタウン交流事業出席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
8/20� �テメニル社会文化相と会談

往 中山外務大臣政務官（総理
特使）

9/30-10/3 10/1� �パラオ独立25周年記念式典出席
10/1� �レメンゲサウ大統領と会談
10/1� �マルグ国務相と会談
10/1� �ジョージ・ミクロネシア副大統領と会談
10/2� �パラオ国際珊瑚礁センター、パラオ海洋養殖普

及センター及びパラオ国際空港視察
10/2� �西太平洋戦没者の碑献花（ペリリュー島）

来 レメンゲサウ大統領 10/19-10/22 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 マルグ国務相 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
来 レメンゲサウ大統領 11/8-11/13 11/12� �日・パラオ外交関係樹立25周年記念式典出席
来 レメンゲサウ大統領 12/27-12/29 12/29� �日パラオヨットレース出港式出席

バングラデシュ 往 茂木内閣府特命担当大臣 1/14-1/15 1/14� �ハシナ首相を表敬
1/14� �現地企業関係者と意見交換

往 阿部外務副大臣 2/18-2/20 2/18� �カラム難民救援帰還委員会長官と会談
2/19� �避難民キャンプ視察
2/19� �ダッカ襲撃テロ事件現場献花
2/19� �アラム外務担当国務相と会談

来 ハシナ首相 5/28-5/31 5/29� �安倍総理大臣と会談
往 河野外務大臣 7/29-7/31 7/29� �ダッカ襲撃テロ事件現場献花

7/30� �コックスバザール・キャンプ視察
7/30� �モメン外相と会談

来 ハミド大統領及び同令夫人 10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列
東ティモール 来 バボ外務・協力相 3/24-3/28 3/27� �河野外務大臣と会談

往 鈴木外務大臣政務官 8/29-8/31 8/30� �東ティモール住民投票20周年記念式典出席
8/30� �ル・オロ大統領と会談
8/30� �バボ外務・協力相と会談
8/31� �ルアク首相と会談

フィジー 往 中山外務大臣政務官 2/26-2/27 2/26� �バイニマラマ首相を表敬
2/26� �セルイラトゥ防衛・国家安全保障・外相と会談
2/26� �ナイラティカウ議会議長と会談
2/27� �クマール産業・貿易・観光相と会談
2/27� �ワンガイナンベテ保険相と会談

往 薗浦総理特使 6/5-6/7 6/6� �バイニマラマ首相と会談
6/6� �セルイラトゥ防衛・国家安全保障・外相と会談
6/6� �ウサマテ・インフラ・運輸・国家災害管理・気

象サービス相と会談
往 麻生副総理大臣兼財務大臣 5/2-5/5 5/2� �第19回日中韓財務大臣・中央銀行総裁会議出

席
5/2� �第22回ASEAN＋3財務大臣・中央銀行総裁

会議出席
5/3� �ガンビーエフ・ウズベキスタン副首相と会談
5/3� �サイェド＝カイユム・フィジー司法長官兼経

済・公営企業・公務員・通信相と会談
5/3-4� �第52回アジア開発銀行（ADB）年次総会出席

往 河野外務大臣 8/4-8/5 8/4� �セルイラトゥ防衛・国家安全保障・外相と会談
8/5� �バイニマラマ首相を表敬
8/5� �サイェド＝カイユム司法長官兼経済・公営企

業・公務員・通信相と会談
8/5� �テイラー太平洋諸島フォーラム（PIF）事務局

長と会談
往 鈴木外務大臣政務官 8/14-8/15 8/14� �在留邦人と意見交換
往 鈴木外務大臣政務官 8/17-8/19 8/18� �経済協力案件視察
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 バイニマラマ首相 9/20-9/22 9/20� �ラグビーワールドカップ2019観戦
来 コンロテ大統領及び同令夫
人

10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列

往 中山外務大臣政務官 12/18-12/19 12/19� �ブラックロック基地視察
12/19� �在留邦人と意見交換

フィリピン 往 伊達参議院議長 1/8-1/10 1/8� �ドゥテルテ大統領を表敬
往 鈴木外務大臣政務官 1/20-1/23 1/21� �フィリピン・ミンダナオ島地域におけるバンサ

モロ自治政府設立のための住民投票監視
1/22� �ムラド・モロ・イスラム解放戦線（MILF）議

長と会談
1/22� �ガルベス和平プロセス担当大統領顧問と会談

往 河野外務大臣 2/9-2/11 2/9� �ドゥテルテ大統領を表敬
2/10� �ロクシン外相と会談
2/10� �ロレンザーナ国防相と会談
2/10� �ドミンゲス財務相と会談

来 ドゥテルテ大統領 5/28-5/31 5/31� �安倍総理大臣と会談
来 ロクシン外相 5/25-5/31 ドゥテルテ大統領に同行

5/29� �河野外務大臣と会談
往 山下法務大臣 7/24-7/25 7/24� �ゲバラ司法相と会談

7/24� �ベリョ労働雇用相と会談
来 ドゥテルテ大統領 10/21-10/22 10/22� �即位礼正殿の儀参列

ブータン 来 ワンチュク国王陛下及び王
妃陛下

10/21-10/27 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/22� �安倍総理大臣と会談

ブルネイ 往 石井国土交通大臣 5/3-5/4 5/4� �ボルキア国王陛下を表敬
5/4� �アリ一次資源・観光相と会談
5/4� �ムタリブ交通・情報コミュニケーション相と会談

来 ボルキア国王陛下 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

来 エルワン第二外相 10/20-10/24 ボルキア国王陛下に同行
10/21� �茂木外務大臣と会談

ベトナム 往 辻外務大臣政務官 1/11 在ベトナム日本国大使館領事部視察
往 阿部外務副大臣 1/16-1/19 1/17� �ジエップ労働・傷病兵・社会問題次官と会談

1/17� �チュン外務次官と会談
1/18� �技能実習生送り出し機関・日本語教育機関訪問
1/19� �第6回ジャパン・ベトナム・フェスティバル

（JVF）開会式出席
往 岩屋防衛大臣 5/2-5/4 5/2� �リック国防相と会談

5/3� �ベトナム人民軍部隊視察
5/4� �フック首相を表敬

来 ミン副首相兼外相 5/29-6/1 5/30� �安倍総理大臣を表敬
5/30� �日越協力委員会第11回会合出席
5/30� �河野外務大臣と会談

往 鈴木外務大臣政務官 6/3-6/5 6/3� �チュン外務次官と会談
6/3� �クオン共産党中央対外副委員長と会談
6/4� �ASEAN-Japan�Dayシンポジウム出席
6/4� �タン計画投資省次官と会談
6/4� �クオン外務次官と会談

来 フック首相 6/27-7/1 6/28-29　�G20大阪サミット出席
7/1� �安倍総理大臣と会談

往 鈴木外務大臣政務官 7/28-7/29 7/28� �ASEAN-Japan�Dayレ セ プ シ ョ ン 及 び
ASEAN-Japan�Music�Festival�2019�in�Viet�
Nam出席

7/29� �ホアン・ホーチミン市副人民委員長と会談
来 フック首相 10/22-10/30 10/22� �即位礼正殿の儀参列
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
マーシャル諸島 往 河野外務大臣 8/8-8/9 8/8� �シルク外務・貿易相と会談

8/8� �ハイネ大統領を表敬
来 ハイネ大統領及び同夫君 10/21-10/24 10/21� �茂木外務大臣による表敬

10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

マレーシア 往 平井内閣府特命担当大臣 1/12 モハマディン観光・芸術・文化相と会談
「ジャパントラベルフェア2019」におけるクールジャパ
ン発信イベント出席
サイフディン国内取引・消費者相と会談

来 マハティール首相 5/29-5/31 5/31� �安倍総理大臣と会談
来 アブドゥラ第16代国王陛
下及び王妃陛下

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/22� �安倍総理大臣と会談

来 アブドゥラ第16代国王陛
下

11/2-11/4 11/2� �「マレーシアフェア2019」開会式出席

ミクロネシア連
邦

往 古屋特派大使 7/27-7/29 7/28� �パニュエロ大統領を表敬
7/28� �シミナ連邦議会議長を表敬
7/29� �パニュエロ大統領就任式出席

往 河野外務大臣 8/7-8/8 8/7� �パニュエロ大統領を表敬
8/7� �ロバート外相と会談

往 鈴木東京オリンピック・東
京パラリンピック競技大会
担当大臣

8/21-8/22 8/21� �カンテロ外相代行と会談
8/22� �ホストタウン交流事業出席

来 パニュエロ大統領及び同令
夫人

10/20-10/24 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 パニュエロ大統領及び同令
夫人

11/11-11/15 11/14� �安倍総理大臣と会談

ミャンマー 往 阿部外務副大臣 1/14-1/16 1/14� �ヤンゴン日本人墓地献花
1/15� �ラカイン州視察
1/16� �タウン・トゥン国家安全保障顧問兼投資・外国

経済関係相と会談
1/16� �ウィン・ミャッ・エー社会福祉救済復興相と会

談
1/16� �ミン・アウン・フライン国軍司令官と会談

往 河野外務大臣 7/31 アウン・サン・スー・チー国家最高顧問と会談
来 アウン・サン・スー・チー
国家最高顧問

10/20-10/24 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

往 森法務大臣 12/10-12/12 12/11� �テイン・スエ労働・入国管理・人口相と会談
12/12� �トゥン・トゥン・ウー最高裁判所長官と会談
12/12� �トゥン・トゥン・ウー法務長官と会談

往 赤羽国土交通大臣 12/27-12/29 12/27� �タン・スィン・マウン運輸・通信相と会談
12/27� �ハン・ゾウ建設相と会談

モルディブ 往 鈴木外務大臣政務官 4/6-4/7 4/6� �モルディブ議会選挙の選挙監視
4/6� �シャリーフ選挙管理委員会委員長を表敬
4/7� �シャーヒド外相を表敬
4/7� �カリール外務担当国務相と会談

往 阿部外務副大臣 9/3-9/4 9/4� �インド洋会議2019出席
9/4� �ソーリフ大統領を表敬
9/4� �シャーヒド外相と会談
9/4� �アラム・バングラデシュ外務担当国務相と会談
9/4� �ボダ・モーリシャス外務・地域統合・国際貿易

相兼公共インフラ・陸運相と会談
来 ソーリフ大統領及び同令夫
人

10/20-10/26 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 シャーヒド外相 10/20-10/22 10/21� �茂木外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
モンゴル 往 河野外務大臣 6/15-6/17 6/16� �ツォグトバータル外相と会談

6/16� �バトトルガ大統領を表敬
6/16� �フレルスフ首相を表敬

来 フレルスフ首相及び同令夫
人

10/22-10/25 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

ラオス 来 パーニー国民議会議長 3/18-3/22 3/19� �安倍総理大臣を表敬
3/19� �皇太子殿下と御接見（夫君同伴）

来 トンルン首相 5/30-5/31 5/30� �安倍総理大臣と会談
来 サルムサイ外相 5/30-5/31 5/31� �河野外務大臣と会談
往 阿部外務副大臣 6/9-6/11 6/10� �サルムサイ外相を表敬

6/10� �国道9号線橋梁改修事業引渡式出席
6/11� �カンパオ外務副大臣と会談

来 ソーンサイ副首相 6/11-6/14 6/13� �菅官房長官との会談
往 若宮外務副大臣 10/4-10/6 10/5� �第25回ASEAN元日本留学生評議会（ASCOJA）

総会出席
10/5� �サルムサイ外相と会談
10/5� �トンパン外務副大臣と会談
10/5� �無償資金協力「ルアンパバーン市上水道拡張計

画」署名式出席
来 パンカム国家副主席及び同
令夫人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 パンカム国家副主席 11/6-11/8 11/7� �菅官房長官と会談
11/7� �若宮外務副大臣と会談

（2）北米
カナダ 往 安倍総理大臣 4/27-4/28 4/28� �トルドー首相と会談

来 トルドー首相 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席
来 フリーランド外相 6/27-6/29 トルドー首相に同行

6/29� �河野外務大臣と会談
往 山田外務大臣政務官 7/1-7/2 7/1-2� �「ウクライナの改革に関する国際会議」出席

7/1� �ズブコ・ウクライナ副首相兼地域発展・建設・
公共サービス相と会談

来 フュレー上院議長 11/2-11/6 11/4� �第6回G20国会議長会議出席
11/4� �山東参議院議長と会談

米国 往 世耕経済産業大臣 1/7-1/9 1/7� �コンシューマー・エレクトロニクス・ショー
（CES）出展日系企業と懇談

1/8� �スタートアップ企業視察
1/9� �第5回三極貿易大臣会合出席

往 平井内閣府特命担当大臣 1/8-1/10 1/8-10� �IT・ムーンショット研究などを行う研究機関・
企業等と意見交換

往 岩屋防衛大臣 1/15-1/20 1/16� �シャナハン国防長官代行と会談
1/18� �太平洋ミサイル試射施設視察
1/18� �インド太平洋軍司令部訪問

往 辻外務大臣政務官 2/23-2/24 2/23-24　�米国11州の州知事と会談
往 辻外務大臣政務官 3/30 ジャパン・ハウス�ロサンゼルス視察
往 麻生副総理大臣兼財務大臣 4/11-4/14 4/11� �ラガルド国際通貨基金（IMF）専務理事と会談

4/12� �G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席
4/12� �モスコヴィッシ欧州委員と会談
4/12� �リトル・ニュージーランド法務相と会談
4/12� �マルパス世界銀行総裁と会談

往 茂木内閣府特命担当大臣 4/15-4/17 4/15-16　�ライトハイザー通商代表と会談
往 河野外務大臣 4/18-4/20 4/19� �ポンペオ国務長官と会談

4/19� �日米安全保障協議委員会（日米「2＋2」）会合
出席

4/19� �ボルトン国家安全保障担当大統領補佐官と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
米国（続き） 往 岩屋防衛大臣 4/18-4/21 4/19� �日米安全保障協議委員会（「2＋2」）出席

4/19� �シャナハン国防長官代行との会談
往 茂木内閣府特命担当大臣 4/25-4/27 4/25� �ライトハイザー通商代表と会談

4/26� �日米首脳会談同席
往 安倍総理大臣 4/26-4/27 4/26� �トランプ大統領と会談
往 辻外務大臣政務官 4/28-4/30 4/29� �2020年NPT運用検討会議第3回準備委員会出

席
4/29� �「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」サ

イドイベント出席
4/29� �サイエド第3回準備委員会議長と会談
4/29� �ゼルボ包括的核実験禁止条約機関（CTBTO）

事務局長と会談
往 山下法務大臣 5/1-5/4 5/2� �グテーレス国連事務総長と会談

5/3� �バー司法長官と会談
往 平井内閣府特命担当大臣 5/1-5/2 5/2� �第14回日米科学技術協力合同高級委員会出席

5/2� �ペース国家宇宙会議事務局長と会談
往 柴山文部科学大臣 5/1-5/6 5/1� �AIサ ロ ン「Arti f ic ial� Intel l igence�and�

Governments」出席
5/2� �第14回日米科学技術協力合同高級委員会出席
5/2� �ブライデンスタインNASA長官と会談
5/2� �ペース国家宇宙会議事務局長と会談
5/2� �ザイス連邦教育省副長官と会談

往 佐藤外務副大臣 5/1-5/5 5/2� �「地政経済学セミナー」出席
5/3-4� �日系企業関係者と意見交換

往 菅官房長官 5/9-5/12 5/9� �シャナハン国防長官代行と会談
5/9� �ポンペオ国務長官と会談
5/10� �ペンス副大統領と会談
5/10� �拉致問題に関するシンポジウム出席

来 トランプ大統領及び同令夫
人

5/25-5/28 国賓
5/27� �安倍総理大臣と会談
5/27� �天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐
5/28� �護衛艦「かが」訪問

往 辻外務大臣政務官 6/3-6/4 6/3� �グローバル・フォーラム（米国ユダヤ人協会
（AJC）主催）出席

6/3� �ロング連邦下院議員と会談
6/3� �ケリー連邦下院議員と会談
6/3� �ハリスAJC理事長と会談
6/3� �ワインシュタイン・ハドソン研究所所長と会談

往 茂木内閣府特命担当大臣 6/13-6/14 6/13� �ライトハイザー通商代表と会談
来 トランプ大統領 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席

6/28� �日米印首脳会談出席
6/28� �安倍総理大臣と会談

来 ポンペオ国務長官 6/27-6/30 トランプ大統領に同行
6/28� �河野外務大臣と会談

往 辻外務大臣政務官 7/24-7/26 7/24-25　�全米知事会総会出席
往 茂木内閣府特命担当大臣 8/1-8/3 8/1-2� �ライトハイザー通商代表と会談
往 茂木内閣府特命担当大臣 8/21-8/23 8/21-23　�ライトハイザー通商代表と会談
往 鈴木東京オリンピック・東
京パラリンピック競技大会
担当大臣

8/22-8/23 8/23� �ホストタウン交流事業への参加
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
米国（続き） 往 加藤厚生労働大臣 9/21-9/24 9/22� �日系企業視察

9/23� �ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
に関する国連ハイレベル会合出席

9/23� �コスモスべフ・キルギスタン保健相と会談
9/23� �スクヴォルツォヴァ・ロシア保健相と会談
9/23� �葛西世界保健機関（WHO）西太平洋地域事務

局地域事務局長と会談
9/24� �病院視察

往 小泉環境大臣 9/21-9/27 9/22� �「アジア地域の再エネ促進」サイドイベント出席
9/22� �「都市の脱炭素化」サイドイベント出席
9/22� �短寿命気候汚染物質削除のための気候と大気浄

化の国際パートナーシップ（CCAC）ハイレベ
ル会合出席

9/22� �シュミット・チリ環境相と会談
9/23� �国連気候行動サミット出席
9/23� �ヴェッラ欧州委員（環境・海事・漁業担当）と

会談
9/23� �サレス・ブラジル環境相と会談
9/23� �石井地球環境ファシリティ（GEF）CEOと会談
9/23� �シュルツェ・ドイツ環境・自然保護・原子炉安

全相と会談
9/23� �ウィーラー米国環境保護庁長官と会談
9/24� �ブレンデ世界経済フォーラム（WEF）総裁と

会談
9/24� �ロドリゲス・コスタリカ環境・エネルギー相と

会談
9/24� �水鳥国連国際防災戦略事務局（UNISDR）特別

代表と会談
9/25� �ミッコネン・フィンランド環境・気候変動相と

会談
往 茂木外務大臣 9/22-9/27 第74回国連総会出席

9/23� �ライトハイザー通商代表と会談
9/23� �ザリーフ・イラン外相と会談
9/24� �G7外相会合出席
9/24� �ル・ドリアン・フランス外相と会談
9/24� �ペイン・オーストラリア外相と会談
9/25� �安保理改革に関するG4外相会合出席
9/25� �第11回包括的核実験禁止条約（CTBT）発効

促進会議出席
9/25� �ラヴロフ・ロシア外相と会談
9/25� �第12回グローバル・ガバナンス・グループ

（3G）閣僚級会合出席
9/26� �ジャイシャンカル・インド外相と会談
9/26� �ポンペオ国務長官と会談
9/26� �日米豪印閣僚級協議出席
9/26� �アッサーフ・サウジアラビア外相と会談
9/26� �康

カンギョンファ

京和韓国外交部長官と会談
9/26� �王

お う

毅
き

中国国務委員兼外交部長と会談
9/26� �開発のための革新的資金調達リーディンググ

ループ会合出席
9/26� �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
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
米国（続き） 往 安倍総理大臣 9/23-9/25 第74回国連総会出席及び出席及び一般討論演説実施

9/23� �国連ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
ハイレベル会合出席

9/23� �アブドッラ－2世・ヨルダン国王陛下と会談
9/24� �ローハニ・イラン大統領と会談
9/24� �一般討論演説実施
9/24� �SDGサミット2019出席
9/24� �グテーレス国連事務総長と会談
9/25� �ミシェル・ベルギー首相と会談
9/25� �トランプ大統領と会談
9/25� �トゥクス欧州理事会議長と会談

往 麻生副総理大臣兼財務大臣 9/24-9/27 9/24� �ペンス副大統領と会談
往 麻生副総理大臣兼財務大臣 10/17-10/20 10/17� �ジャヴィド英国財務相と会談

10/17� �ゲオルギエバIMF専務理事と会談
10/17� �モスコヴィッシ欧州委員と会談
10/17� �G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席
10/18� �ムニューシン財務長官と会談
10/18� �モレノ米州開発銀行（IDB）総裁面会
10/18� �アル＝ジャドアーン・サウジアラビア財務相と

会談
10/18� �マルパス世界銀行総裁と会談

（3）中南米
アルゼンチン 来 ミケティ副大統領 3/22-3/24 3/23� �第5回国際女性会議WAW!/W20出席

来 マクリ大統領 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席
6/27� �安倍総理大臣と会談

来 ミケティ副大統領 10/20-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
来 フォリー外務・宗務相 11/22-11/24 11/22-23　�G20愛知・名古屋外務大臣会合出席

11/22� �茂木外務大臣と会談
往 山本特派大使 12/8-12/12 12/10� �フェルナンデス大統領就任式典出席

アンティグア・
バーブーダ

来 ウィリアムス総督及び同令
夫人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

エクアドル 来 バレンシア外相 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
エルサルバドル 往 林特派大使 5/30-6/2 5/31� �ブケレ大統領と会談

6/1� �ブケレ大統領就任式出席
来 ウジョア副大統領 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
来 ブケレ大統領及び同令夫人 11/28-12/1 11/29� �安倍総理大臣と会談

キューバ 往 辻外務大臣政務官 5/14-5/15 5/14� �ロドリゲス外相と会談
5/14� �ロドリゲス外務次官と会談
5/14� �カリカルテ外国貿易・外国投資第一次官と会談

来 モラレス閣僚評議会副議長 10/19-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
往 古屋総理特使 12/19-12/22 12/20� �日キューバ外交関係樹立90周年記念行事出席

12/20� �ディアスカネル大統領と会談
12/20� �メディーナ外務第一次官と会談

グアテマラ 来 ホベル外相 3/21-3/24 3/23� �第5回国際女性会議WAW!W20出席
往 佐藤外務副大臣 9/6-9/7 9/6� �カランサ外務次官と会談

9/7� �経済協力サイト視察
来 モラレス大統領及び同令夫
人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/24� �安倍総理大臣と会談

コロンビア 来 チャコン下院議長 5/26-5/31 5/29� �大島衆議院議長と会談
往 尾身外務大臣政務官 10/18-10/19 10/19� �コロンビア日本人移住90周年記念式典出席

10/19� �トゥルヒージョ外相を表敬
10/19� �日系社会関係者、トロ・バジェ・デル・カウカ

県知事と意見交換
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来 トゥルヒージョ外相及び同
令夫人

10/20-10/24 10/21� �茂木外務大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

ジャマイカ 来 タバレス=フィンソン上院
議長及び同令夫人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 ホルネス首相 12/11-12/14 実務訪問賓客
12/12� �安倍総理大臣と会談
12/12� �秋篠宮皇嗣同妃両殿下が御引見

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 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

セントビンセン
ト及びグレーナ
ディン諸島

来 ドゥーガン総督 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

チリ 往 佐藤外務副大臣 1/10-1/11 1/11� �ウルティア陸軍総司令官代理と会談
1/11� �デ・ラ・マサ国防次官と会談
1/11� �アンプエロ外務大臣を表敬

往 辻外務大臣政務官 5/16-5/18 5/16� �バルディビア外務次官と会談
5/16� �ラルレット大統領首席顧問と会談
5/17-18　�APEC貿易担当大臣（MRT）会合出席
5/18� �アンプエロ外務大臣を表敬

来 ピニェラ大統領 6/28-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席
往 吉川農林水産大臣 8/22-8/24 8/22� �ウォーケル農業相と会談

8/23� �第5回APEC食料安全保障担当大臣会合出席
来 リベラ外相 11/22-11/24 11/22-23　�G20愛知・名古屋外務大臣会合出席

11/22� �茂木外務大臣と会談
11/23� �第10回軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）

外相会合出席
ドミニカ国 来 バロン外務・カリコム担当

相
3/22-3/25 3/24� �第5回国際女性会議WAW!/W20出席

3/24� �阿部外務副大臣と会談
ドミニカ共和国 往 鈴木外務副大臣 11/9-11/10 11/9� �アジア・中南米協力フォーラム（FEALAC）第

9回外相会合出席
11/9� �バルガス外相と会談
11/9� �サルムサイ・ラオス外相と会談
11/9� �フェレル・パナマ外相と会談
11/9� �モンカダ・ニカラグア外相と会談
11/9� �マリキ・シンガポール国防担当兼外務担当上級

国務相と会談
11/10� �ドミニカ共和国日本人農業移住記念碑献花

ニカラグア 来 モンカダ外相及び同令夫人 10/21-10/24 10/21� �鈴木外務副大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

ハイチ 来 エドモン外務・宗務相 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �鈴木外務副大臣と会談

往 鈴木外務副大臣 11/10-11/12 11/11� �モイーズ大統領を表敬
11/11� �エドモン外務・宗務相と会談
11/11� �ハイチ外務・宗務省主催レセプション出席

パナマ 来 サイン・マロ副大統領兼外
相

3/19-3/24 3/23� �第5回国際女性会議WAW!/W20出席
3/24� �阿部外務副大臣と会談

来 バレーラ大統領及び同令夫
人

4/3-4/6 実務訪問賓客
4/4� �天皇皇后両陛下と御会見
4/4� �安倍総理大臣と会談

往 西村特派大使 6/29-7/3 6/30� �サボンヘ公共事業相と会談
7/1� �コルティソ大統領就任式出席
7/2� �ロヨ運河担当相と会談
7/2� �キハーノ運河庁長官と会談

来 コルティソ大統領及び同令
夫人

10/20-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/24� �安倍総理大臣と会談
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パラグアイ 往 辻外務大臣政務官 3/31-4/1 3/31� �日パラグアイ外交関係樹立100周年記念キッ

クオフ・レセプション出席
4/1� �カスティグリオーニ外相を表敬
4/1� �パラグアイ日本友好議員連盟幹部と懇談

来 ベラスケス副大統領及び同
令夫人

10/13-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/24� �河村日パラグアイ友好議員連盟会長と懇談及び

叙勲授与
往 尾身外務大臣政務官 12/18-12/20 12/18� �日パラグアイ外交関係樹立100周年記念レセ

プション出席
12/18� �リバス外相を表敬
12/19� �日パラグアイ外交関係樹立100周年記念式典

出席
12/19� �パラグアイ日本友好議員連盟会長と懇談
12/19-20　�日系社会関係者との意見交換

バルバドス 来 メイソン総督 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
ブラジル 往 山口特派大使 2018/12/31-

2019/1/2
1/1� �ボルソナーロ大統領就任式出席
1/2� �アラウージョ外相と会談

往 佐藤外務副大臣 1/8-1/10 1/8� �日系団体関係者との意見交換
1/8� �ジャパン・ハウス　サンパウロ視察
1/9� �日系人支援団体関係者と意見交換
1/9� �ブラジル南東部軍司令部訪問

往 辻外務大臣政務官 4/1-4/2 4/2� �日系団体代表者と意見交換
4/2� �ジャパン・ハウス　サンパウロ視察

来 ボルソナーロ大統領 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席
6/29� �安倍総理大臣と会談

往 吉川農林水産大臣 8/25-8/26 8/26� �第4回日伯農業・食料対話出席
8/26� �クリスチーナ農務相と会談
8/26� �ジャパン・ハウス　サンパウロ視察

来 ボルソナーロ大統領 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

来 アラウージョ外相 10/21-10/24 ボルソナーロ大統領に同行
10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �茂木外務大臣と会談

往 尾身外務大臣政務官 12/20-12/21 12/21� �日系団体代表者と意見交換
12/21� �ブラジル日本商工会議所幹部と意見交換
12/21� �ジャパン・ハウス　サンパウロ視察

ベリーズ 来 ヤング総督 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
ペルー 往 辻外務大臣政務官 4/3-4/4 4/3� �「日ペルー友好の日」記念式典出席

4/3� �ポポリシオ外相を表敬
4/4� �日系社会関係者との懇談

往 辻外務大臣政務官 7/5-7/6 7/5� �太平洋同盟関連会合出席
7/5� �ポマレダ・外務副大臣と会談
7/5� �リベラ・チリ外相と会談
7/5� �トゥルヒージョ・コロンビア外相と会談
7/5� �エブラル・メキシコ外相と会談
7/5� �バレンシア・エクアドル外相と会談
7/5� �メメディヤロフ・アゼルバイジャン外相と会談
7/5� �エストラーダ・グアテマラ外務次官と会談
7/5� �セラト・ホンジュラス外務次官と会談

往 眞子内親王殿下 7/9-7/14 日本人移住120周年の機会に御訪問
7/10� �日本人ペルー移住百周年記念碑御献花、移住一

世と御接見、日本人移住120周年記念式典御
臨席、日本人ペルー移住史料館御視察

7/11� �ビスカラ大統領を表敬、ビスカラ大統領主催午
餐会御臨席
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ボリビア 往 眞子内親王殿下 7/15-7/20 日本人移住120周年の機会に御訪問

7/15� �モラレス大統領を表敬、モラレス大統領主催午
餐会御臨席

7/16� �ボリビア日本人移住資料館御視察、ラパス日系
人を御引見、サンタクルス日系人を御引見

7/17� �日本人ボリビア移住120周年記念式典御臨席、
移住120周年記念祝賀会御臨席、在ボリビア
日系人を御引見

7/18� �慰霊碑御献花、移民資料館御視察、サンファン
移住地移住者を御引見

7/19� �慰霊碑御献花、歴史資料館御視察（オキナワ移
住地）、オキナワ移住地移住者を御引見

ホンジュラス 来 アグエロ外務・国際協力相 3/20-3/25 3/24� �第5回国際女性会議WAW!/W20出席
3/24� �阿部外務副大臣と会談

メキシコ 往 辻外務大臣政務官 5/13-5/14 5/13� �日系人と懇談
5/13� �ベントゥーラ筆頭外務次官と会談
5/14� �第11回日・メキシコEPAビジネス環境整備委

員会出席
来 エブラル外相 6/27-6/30 6/28-29　�G20大阪サミット出席

6/29� �河野外務大臣と会談
来 ロハス下院議長 11/2-11/5 11/4� �第6回G20国会議長会議出席

（4）欧州
アイスランド 来 ヨハネソン大統領及び同令

夫人
10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列

10/23� �安倍総理大臣と会談
10/24� �大島衆議院議長と懇談

アイルランド 来 オドノバン上院議長及び同
令夫人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/24� �安倍総理大臣を表敬

アルバニア 来 メタ大統領 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/24� �安倍総理大臣と会談

来 ルチ国会議長 10/29-11/1 10/31� �中谷外務大臣政務官と会談
10/31� �大島衆議院議長と会談

アンドラ 来 ウバック・フォン外相及び
同夫君

10/21-10/25 10/21� �茂木外務大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

EU 来 マルムストローム欧州委員
（貿易担当）

4/9-4/11 4/10� �日EU・EPA第1回合同委員会出席

来 トゥスク欧州理事会議長 6/25-6/30 6/27� �安倍総理大臣と会談（日EU首脳会談）
6/28-29　�G20大阪サミット出席

来 ユンカー欧州委員会委員長 6/27-6/30 6/27� �安倍総理大臣と会談（日EU首脳会談）
6/28-29　�G20大阪サミット出席

来 ミミツァ欧州委員（国際協
力・開発担当）

8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �河野外務大臣と会談

来 モゲリーニ外務・安全保障
政策上級代表兼欧州委員会
副委員長

10/20-10/24 10/21� �茂木外務大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

イタリア 往 安倍総理大臣 4/23-4/24 4/23� �日本食レセプション出席
4/24� �マッタレッラ大統領を表敬
4/24� �コンテ首相と会談

来 モアヴェロ=ミラネージ外
務・国際協力相

6/4-6/6 6/4� �河野外務大臣と会談
6/5� �安倍総理大臣を表敬

往 河野外務大臣 8/15-8/17 8/16� �民間主催国際会議「ダイアローグ」出席
来 アルベルティ・カゼッラー
ティ上院議長

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
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往 若宮外務副大臣 12/6-12/7 12/6� �第5回地中海対話出席

12/7� �バッシュトブジ・チュニジア外相代行と会談
12/7� �サラーメ国連事務総長特別代表と会談
12/7� �マーリキー・パレスチナ外務移民庁長官と会談
12/7� �ディ・マイオ外務・国際協力相を表敬

ウクライナ 往 遠山総理特使 5/19-5/20 5/20� �ゼレンスキー大統領就任式出席
来 ゼレンスキー大統領及び同
令夫人

10/21-10/24 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 プリスタイコ外相 10/21-10/24� 10/21� �茂木外務大臣と会談
英国 往 櫻田東京オリンピック競技

大会・東京パラリンピック
競技大会担当大臣

1/7-1/9 1/8� �ウォレス内務省閣外相（セキュリティ・経済犯
罪担当）と会談

1/8� �デーヴィス・デジタル・文化・メディア・ス
ポーツ省政務次官（スポーツ及び市民社会担当）
と会談

往 安倍総理大臣 1/10 1/10� �メイ首相と会談
1/10� �ラグビー関連特別展示視察、子どもラグビー大

会観戦
1/10� �ビジネス関係者とのレセプション出席

往 佐藤外務副大臣 2/28-3/1 2/28� �「ヨルダン支援会合」出席
2/28� �サファディ・ヨルダン外務・移民相と会談

往 鈴木外務大臣政務官 3/3-3/4 ジャパン・ハウス�ロンドン視察
来 ハント外務・英連邦相 4/13-4/16 4/15� �安倍総理大臣を表敬

4/16� �河野外務大臣と会談
来 メイ首相 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席

6/28� �安倍総理大臣と会談
往 渡辺復興大臣 7/2 復興庁主催行事出席（於ジャパン・ハウス　ロンドン）
来 トラス国際貿易相 9/19-9/21 9/20� �茂木外務大臣と会談
来 チャールズ皇太子殿下 10/22-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

エストニア 来 ラタス首相 6/8-6/9 6/8-9� �G20貿易・デジタル経済大臣会合
来 カリユライド大統領 10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列

10/24� �安倍総理大臣と会談
オーストリア 来 クルツ首相 2/15-2/17 実務訪問賓客（実務訪問賓客としての滞在期間は2/15

－2/16）
2/15� �皇太子殿下と御接見
2/15� �安倍総理大臣と会談

往 阿部外務副大臣 2/22 ウィーンに所在する国際機関に勤務する日本人職員と懇
談

往 山田外務大臣政務官 3/13-3/15 3/14-15��第62会期国連麻薬委員会閣僚級セグメント出席
3/14� �フェドートフ国連薬物・犯罪事務所（UNODC）

事務局長と会談
来 クナイスル欧州・統合・外
務担当連邦相

3/20-3/25 3/23-24　�第5回国際女性会議WAW!/W20出席
3/24� �阿部外務副大臣と会談

往 竹本内閣府特命担当大臣 9/15-9/17 9/16� �第63回国際原子力機関（IAEA）総会出席
往 佳子内親王殿下 9/15-9/19 友好150周年の機会に御訪問

9/16� �ファン・デア・ベレン大統領を表敬
9/17� �日本オーストリア友好150周年記念レセプショ

ン御臨席
9/18� �日本オーストリア友好150周年記念日本庭園

修復完成記念式典御臨席、ビーアライン首相主
催昼食会御臨席

来 ベレン大統領及び同令夫人 10/19-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
オランダ 往 安倍総理大臣 1/9-1/10 1/9� �ルッテ首相と会談

来 ウィレム・アレキサンダー
国王陛下及び王妃陛下

10/19-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ブライン上院議長 11/3ｰ11/6 11/3� �山東参議院議長と会談

11/4� �第6回G20国会議長会議出席
来 ブロック外相 11/21-11/24 11/22-23　�G20愛知・名古屋外務大臣会合出席

11/22� �茂木外務大臣と会談
11/23� �第10回軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）

外相会合出席
ギリシャ 来 カトゥルガロス外相 4/15-4/16 4/16� �河野外務大臣と会談

来 ピクラメノス副首相及び同
令夫人

10/21-10/27 10/22� �即位礼正殿の儀参列

クロアチア 来 ペイチノビッチ=ブリッチ
副首相兼外務・欧州問題相

3/21-3/26 3/23-24　�第5回国際女性会議WAW!/W20出席
3/25� �河野外務大臣と会談

来 ヤンドロコビッチ議会議長
及び同令夫人

6/3-6/8 6/3� �安倍総理大臣を表敬
6/4� �天皇皇后両陛下が御引見
6/4� �大島衆議院議長と会談
6/4� �伊達参議院議長と会談
6/5� �河野外務大臣と会談

往 河野外務大臣 8/14-8/15 8/14� �グルリッチ＝ラドマン外務・欧州問題相と会談
コソボ 往 阿部外務副大臣 2/20-2/22 2/21� �サチ大統領を表敬

2/21� �ハラディナイ首相を表敬
2/21� �パツォーリ第一副首相兼外相を表敬
2/21� �廃棄物管理能力向上に係る無償資金協力「経済

開発計画」署名式出席
2/21� �日・コソボ外交関係樹立10周年記念レセプ

ション出席
来 ヴェセリ議会議長 3/12-3/16 3/13� �河野外務大臣と会談
来 サチ大統領 9/10-9/14 実務訪問賓客

9/12� �大島衆議院議長と会談
9/13� �天皇陛下と御会見
9/13� �安倍総理大臣と会談

来 サチ大統領 10/21-10/24 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

サンマリノ 来 レンツィ外務・政務・司法
相

10/21-10/26 10/22� �即位礼正殿の儀参列

スイス 往 片山内閣府特命担当大臣 1/22-1/23 1/23� �世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボ
ス会議）出席

往 安倍総理大臣 1/22-1/24 1/23� �世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボ
ス会議）出席

1/23� �ボルソナーロ・ブラジル大統領と会談
往 河野外務大臣 1/22-1/24 1/23� �世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボ

ス会議）出席
1/23� �康

カンギョンファ

京和韓国外交部長官と会談
往 石井国土交通大臣 1/22-1/25 1/23� �チャオ米国運輸省長官と会談

1/23-24　�世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダ
ボス会議）出席

往 世耕経済産業大臣 1/22-1/25 1/23� �第四次産業革命センターアドバイザリーボード
会合出席

1/23� �カー・カナダ国際貿易多様化相と会談
1/23� �ジャパンナイト出席
1/24� �ペキジャン・トルコ貿易相と会談
1/24� �Stewardship�Board�Meeting�on�

International�Trade�and�Investment出席
1/24� �Building�the�Fast�Truck�for�Green�

Hydrogen�Economy出席
1/25� �カナダ主催WTO少数国閣僚夕食会出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 辻外務大臣政務官 1/23-1/25 1/23-24　�世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダ

ボス会議）出席
1/24� �WTO改革に関するカナダ政府主催少数国閣僚

会合出席
1/25� �電子商取引に関するWTOの有志国による閣僚

級朝食会及びWTO非公式閣僚会合出席
往 辻外務大臣政務官 2/25-2/27 2/25-26　�第40回国連人権理事会ハイレベルセグメン

ト出席
2/25� �ソコン・カンボジア副首相兼外務国際協力相と

会談
2/25� �アゼベドWTO事務局長と会談
2/26� �「イエメン人道危機に関するハイレベル・プレッ

ジング会合」出席
2/26� �グランディ国連難民高等弁務官と会談
2/26� �サイード・イエメン首相と会談
2/26� �チョウ・ティン・ミャンマー国際協力相と会談
2/27� �ジュネーブ軍縮会議公式本会議出席
2/27� �マウラー赤十字国際委員会（ICRC）総裁と会

談
2/27� �バチェレ国連人権高等弁務官と会談
2/27� �テドロス世界保健機関（WHO）事務局長と会談

往 山田外務大臣政務官 5/15-5/16 5/16� �防災グローバルプラットフォーム出席
来 マウラー大統領 6/8-6/10 6/10� �安倍総理大臣と会談
往 鈴木外務副大臣 12/18 グローバル難民フォーラム出席

マウラー赤十字国際委員会（ICRC）総裁と会談
グランディ国連難民高等弁務官と会談
ヴィトリーノ国際移住機関（IOM）事務局長と会談
フェルブルフScaling�Up�Nutritiion（SUN）コーディ
ネーターと会談
ソーンダース国連パレスチナ難民救済事業機関
（UNRWA）事務局長代行と会談

スウェーデン 往 辻外務大臣政務官 4/12 国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）に関する
閣僚級戦略対話出席

往 河野外務大臣 6/11 核軍縮と核兵器不拡散条約（NPT）に関するストックホ
ルム会合出席
マース・ドイツ外相と会談
ヴァルストローム外相と会談
サファディ・ヨルダン外務・移民相と会談

来 カール16世グスタフ国王
陛下及び皇太子殿下

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

往 萩生田文部科学大臣 12/10-12/12 12/10� �ノーベル賞授賞式出席
12/11� �エルンクランス高等教育・研究相と会談

往 若宮外務副大臣 12/15-12/16 12/16� �リンド国防副大臣と会談
12/16� �エリアソン・ストックホルム国際平和研究所理

事長と会談
スペイン 往 平井内閣府特命担当大臣 5/4-5/5 5/4� �ムーンショット研究関係者と意見交換

5/5� �スタートアップ関係施設視察
来 サンチェス首相 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席

来 フェリペ6世国王陛下及び
王妃陛下

10/21-10/23 10/21� �安倍総理大臣と懇談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 ボレル外務・EU・協力相 10/21-10/23 10/21� �茂木外務大臣と会談
来 ボレル外務・EU・協力相 11/22-11/24 11/22-23　�G20愛知・名古屋外務大臣会合出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 小泉環境大臣 12/9-12/15 気候変動枠組条約第25回締約国会議（COP25）出席

12/10� �シュミット・チリ環境相と会談
12/10� �マサゴス・ズルキフリ・シンガポール環境・水

資源相と会談
12/10� �ボルヌ・フランス環境相と会談
12/11� �サレス・ブラジル環境相と会談
12/12� �ロドリゲス・コスタリカ環境エネルギー相と会

談
12/12� �クリーシー南アフリカ環境・森林・漁業相と会

談
12/12� �グテーレス国連事務総長と会談
12/12� �エスピノーザ気候変動枠組条約（UNFCCC）

事務局長と会談
12/13� �ティマーマンスEU筆頭上級副委員長と会談
12/13� �シュルツェ・ドイツ環境・自然保護、原子力安

全相と会談
往 茂木外務大臣 12/14-12/17 12/15-16　�アジア欧州会合（ASEM）第14回外相会合

出席
12/15� �ボレルEU外務・安全保障政策上級代表と会談
12/15� �ソーライデ・ノルウェー外相と会談
12/15� �ソコン・カンボジア副首相兼外務国際協力相と

会談
12/15� �アウレスク・ルーマニア外相と会談
12/15� �ペトシーチェク・チェコ外相と会談
12/15� �リンデ・スウェーデン外相と会談
12/16� �コーヴニー・アイルランド副首相兼外務・貿易

相と会談
スロバキア 往 安倍総理大臣 4/24-4/25 4/24� �モラヴィエツキ・ポーランド首相と会談

4/25� �ペレグリニ首相と会談
4/25� �第3回「V4＋日本」首脳会合出席
4/25� �バビシュ・チェコ首相と会談

来 ライチャーク外務・欧州問
題相

9/1-9/3 9/2� �欧州安全協力機構（OSCE）アジア共催会議出席
9/2� �河野外務大臣と会談

来 チャプトヴァー大統領 10/20-10/23 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

往 中谷外務大臣政務官 12/5-12/7 12/5-6� �第26回欧州安全保障協力機構（OSCE）外相
理事会出席

12/5� �OSCEトロイカとアジア・パートナー国との会
合出席

12/5� �ライチャーク外務・欧州問題相を表敬
12/5� �エフェンディエフGUAM事務局長と会談
12/5� �「重要なエネルギー網の保護に関するバーチャ

ル能力訓練センター開設式典」出席
12/5� �ギャラガー・バチカン外務長官と会談
12/5� �ジョアナNATO事務次長と会談
12/6� �OSCE全体会合スピーチ実施
12/6� �クレミンガーOSCE事務局総長と会談
12/6� �パリーゼク外務・欧州問題副大臣と会談

スロベニア 往 河野外務大臣 8/13-8/14 8/14� �ツェラル副首相兼外相と会談
8/14� �パホル大統領を表敬

来 パホル大統領 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

セルビア 往 河野外務大臣 8/15 ダチッチ第一副首相兼外相と会談
来 ブルナビッチ首相 10/21-10/24 10/21� �安倍総理大臣と会談

10/22� �即位礼正殿の儀参列
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
チェコ 往 大島衆議院議長 9/2-9/4 9/3� �クベラ上院議長と会談

9/3� �ヴォンドラーチェク下院議長と会談
9/3� �ゼマン大統領を表敬
9/3� �ペトシーチェク外相と会談

来 バビシュ首相及び同令夫人 10/20-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/24� �安倍総理大臣と会談

デンマーク 来 フレデリック皇太子及び皇
太子妃殿下

10/22-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

ドイツ 往 吉川農林水産大臣 1/17-1/20 1/18� �パトルシェフ・ロシア農業相と会談
1/18� �アンドリウカイティス欧州委員（保健・食品安

全担当）と会談
1/18� �クレックナー・ドイツ食料・農業相と会談
1/18� �ホーガン欧州委員（農業・農村開発担当）と会

談
1/19� �第11回ベルリン農業大臣会合出席
1/19� �ギョーム・フランス農業・食料相と会談

来 メルケル首相 2/4-2/5 公式実務賓客
2/4� �安倍総理大臣と会談
2/5� �天皇陛下が御引見
2/5� �皇太子殿下と御接見

往 河野外務大臣 2/15-2/17 2/15� �ミュンヘン安全保障会議出席
2/15� �康

カンギョンファ

京和韓国外交部長官と会談
2/15� �シュクリ・エジプト外相と会談
2/15� �リンケービッチ・ラトビア外相と会談
2/15� �リンケビチュウス・リトアニア外相と会談
2/16� �ラヴロフ・ロシア外相と会談
2/16� �マース・ドイツ外相と会談
2/16� �ツェラル・スロベニア副首相兼外相と会談
2/16� �ボレル・スペイン外務・EU・協力相と会談
2/16� �ライチャーク・スロバキア外務・欧州問題相と

会談
往 山田外務大臣政務官 3/12-3/13 3/12� �チェンチャー・ハンブルク州首相を表敬

3/13� �ペク国際海洋法裁判所（ITLOS）所長を表敬
来 メルケル首相 6/28-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席
来 シュタインマイヤー大統領
及び同令夫人

10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

来 マース外相 11/21-11/23 11/23� �G20愛知・名古屋外務大臣会合出席
11/23� �茂木外務大臣と会談
11/23� �第10回軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）

外相会合出席
ノルウェー 来 ホーコン皇太子殿下 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

往 尾身外務大臣政務官 11/25-11/26 11/25� �ハーゲン外務副大臣と会談
11/25-26　�対人地雷禁止条約第4回検討会議出席
11/26� �ザーイド・ヨルダン王子殿下と会談
11/26� �トゥイッ・カンボジア上級大臣兼地雷対策・被

害者支援機構第一副総裁と会談
バチカン 来 モンテリーズィ枢機卿 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 ローマ教皇フランシスコ台
下

11/23-11/26 11/25� �天皇陛下と御会見
11/25� �安倍総理大臣と会談

ハンガリー 往 佳子内親王殿下 9/19-9/24 外交関係開設150周年の機会に御訪問
9/20� �アーデル大統領を表敬、クヴェール国会議長等

を御引見
9/21� �日本ハンガリー外交関係開設150周年記念夕

食会御臨席
9/23� �日本ハンガリー外交関係開設150周年記念エ

リザベート橋点灯御覧
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 アーデル大統領及び同令夫
人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 シーヤールトー外務貿易相 11/6 茂木外務大臣と会談
来 オルバーン首相 12/5-12/7 実務訪問賓客

12/6� �安倍総理大臣と会談
フィンランド 往 秋篠宮皇嗣同妃両殿下 7/2-7/5 外交関係樹立100周年の機会に御訪問

7/3� �ニーニスト大統領を表敬、ニーニスト大統領主
催午餐会御臨席、日本・フィンランド外交関係
樹立100周年記念レセプション御臨席

7/4� �日本・フィンランド外交関係樹立100周年記
念特別展示御視察（国立公文図書館）

7/5� �日本・フィンランド外交関係樹立100周年記
念コンサート御臨席

来 ニーニスト大統領及び同令
夫人

10/21-10/24 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

往 若宮外務副大臣 12/13-12/15 12/13� �スキンナリ開発協力・外国貿易相を表敬
12/13� �ロフストロム日本友好議員連盟会長と会談
12/13� �日本・フィンランド外交関係樹立100周年ク

ロージング・レセプション出席
フランス 往 櫻田東京オリンピック競技

大会・東京パラリンピック
競技大会担当大臣

1/9-1/11 1/10� �ル・フュール・パラリンピック委員会委員長と
会談

1/10� �マセグリア・オリンピック委員会委員長と会談
1/10� �カステック2024パリ・オリンピック・パラリ

ンピック競技大会担当関係省庁代表と会談
1/11� �アッチェール・2023ラグビーワールドカッ

プ・フランス大会事務局長と会談
1/11� �トボア2024パリ・オリンピック・パラリン

ピック競技大会組織委員会事務局長と会談
1/11� �プパール国家情報システムセキュリティ庁

（ANSSI）長官と会談
往 岩屋防衛大臣 1/9-1/12 1/10� �部隊視察

1/11� �パルリ軍事相と会談
1/11� �第5回日仏外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）出席
1/11� �マクロン大統領を表敬

往 河野外務大臣 1/11-1/12 1/11� �経済ラウンドテーブル出席
1/11� �第5回日仏外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）出席
1/11� �マクロン大統領を表敬
1/11� �第8回日仏外相戦略対話出席

往 萩生田総理特使 2/14-2/17 2/15-16　�ジャポニスム2018の公式企画「日本映画の
100年」及び関連する日仏映画交流事業出席

往 鈴木外務大臣政務官 3/4 ユネスコAIハイレベル会合出席
往 山田外務大臣政務官 3/11-3/12 3/11� �経済協力開発機構（OECD）東南アジア地域プ

ログラム（SEARP）地域フォーラム出席
3/11� �フィールド英国外務・英連邦閣外相と会談
3/12� �グリアOECD事務総長と会談

往 河野外務大臣 4/5-4/6 4/5-6� �G7ディナール外相会合出席
4/5� �フリーランド・カナダ外相と会談
4/5� �ル・ドリアン外相と会談
4/5� �ハント英国外務・英連邦相と会談
4/5� �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
4/6� �マース・ドイツ連邦外相と会談

往 安倍総理大臣 4/22-4/23 4/23� �マクロン大統領と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 原田環境大臣 5/3-5/6 5/3� �水素・電池関連企業視察

5/3� �河野経済協力開発機構（OECD）事務次長と会
談

5/5-6� �G7環境大臣会合出席
5/5� �ウィーラー米国環境保護庁長官と会談
5/5� �ド・リュジ環境連帯移行相と会談
5/5� �ヴェッラ欧州委員（環境・海事・漁業担当）と

会談
往 麻生副総理大臣兼財務大臣 5/6-5/8 5/7� �パリフォーラムハイレベル会合出席
往 河野外務大臣 5/21-5/23 5/22-23　�OECD閣僚理事会出席

5/22� �アゼベドWTO事務局長と会談
5/22� �ペレグリニ・スロバキア首相を表敬
5/22� �ライトハイザー米国通商代表と会談
5/22� �ポポリシオ・ぺルー外相と会談
5/22� �グリアOECD事務総長と会談
5/23� �オーストラリア政府主催WTO非公式閣僚会合

出席
5/23� �WTO改革に関するカナダ政府主催少数国会合

出席
5/23� �アラウージョ・ブラジル外相と会談
5/23� �康

カンギョンファ

京和韓国外交部長官と会談
往 世耕経済産業大臣 5/21-5/24 5/22� �アルトマイヤー・ドイツ経済エネルギー相と会

談
5/22� �マルムストローム欧州委員（貿易担当）と会談
5/22� �カー・カナダ貿易多様化相と会談
5/23� �OECD閣僚理事会出席
5/23� �オーストラリア政府主催WTO非公式閣僚会合

出席
5/23� �フォックス英国国際貿易相と会談
5/23� �ライトハイザー米国通商代表と会談
5/23� �パーカー・ニュージーランド貿易輸出大臣と会談
5/23� �第6回三極貿易大臣会合出席

来 マクロン大統領及び同令夫
人

6/26-6/29 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6/26-6/27）
6/26� �安倍総理大臣と会談
6/27� �天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐
6/28-29　�G20大阪サミット出席

来 ル・ドリアン外相 6/26-6/29 マクロン大統領に同行
6/26� �河野外務大臣と会談

往 柴山文部科学大臣 7/1-7/6 7/3� �ブランケール国民教育相と会談
7/4� �G7教育大臣会合出席
7/4� �アズレー・ユネスコ事務局長と会談
7/5� �G7教育大臣・開発大臣合同会合出席

往 阿部外務副大臣 7/4-7/5 7/4� �G7開発大臣会合出席
7/4� �ガブリエラ・ラモス経済協力開発機構（OECD）

事務総長首席補佐官兼G20シェルパと会談
7/5� �G7教育大臣・開発大臣合同会合出席

往 麻生副総理大臣兼財務大臣 7/16-7/18 7/17-18　�G7財務大臣・中央銀行総裁会議出席
7/18� �ル・メール経済財務相と会談

往 平井内閣府特命担当大臣 8/9-8/11 8/9� �シェレゲンホOECD事務次長と会談
8/10� �スタートアップ関係施設視察

往 大島衆議院議長 9/4-9/6 9/4� �ラルシェ上院議長と会談
9/5� �フェラン国民議会議長と会談
9/5� �ショイブレ・ドイツ連邦議会議長と会談
9/5-6� �第17回G7下院議長会議出席
9/5� �ペローシ米国下院議長と会談

往 茂木内閣府特命担当大臣 8/24-8/25 8/25� �日米首脳会談同席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 安倍総理大臣 8/23-8/26 8/24-26　�G7ビアリッツ・サミット出席

8/24� �メルケル・ドイツ首相と会談
8/24� �トルドー・カナダ首相と会談
8/24� �マクロン大統領と会談
8/25� �トランプ米国大統領と会談
8/25� �モリソン・オーストラリア首相と会談
8/25� �ピニェラ・チリ大統領と会談
8/26� �ジョンソン英国首相と会談

往 鈴木外務副大臣 10/8-10/10 10/9-10　�グローバルファンド第6次増資会合出席
10/9� �ムスワティ3世エスワティニ国王陛下を表敬
10/10� �アダノム世界保健機関（WHO）事務局長と会

談
往 若宮外務副大臣 12/4-12/6 12/5-6� �第27回国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事

会出席
12/5� �ル・ドリアン外相を表敬
12/5� �グリアOECD事務総長と会談
12/5� �ビロルIEA事務局長と会談
12/5� �クラック米国国務次官と会談
12/5� �サハイ・インド電力省次官と会談
12/5� �トレンブレイ・カナダ天然資源省次官と会談
12/5� �タン・シンガポール外務担当兼貿易産業担当上

級政務次官と会談
12/5� �ブロテルソン仏日友好議員連盟会長と会談

ブルガリア 来 ザハリエヴァ司法改革担当
副首相兼外相

3/21-3/25 3/23� �第5回国際女性会議WAW!/W20出席
3/23� �山田外務大臣政務官と会談

往 河野外務大臣 8/12-8/13 8/13� �ボリソフ首相を表敬
8/13� �ザハリエヴァ司法改革担当副首相兼外相と会談

来 ラデフ大統領及び同令夫人 10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/24� �安倍総理大臣と会談

ベラルーシ 往 渡辺復興大臣 6/29-7/1 6/29� �ヴァーシチェンコ非常事態大臣と会談
6/30� �ルカシェンコ大統領を表敬
6/30� �ヴァーシチェンコ非常事態大臣と会談
6/30� �第2回欧州競技大会閉会式出席
7/1� �ゴメリ州ホイニキ市及びポレーシエ国立放射線

生態環境保護区（立入禁止区域）視察
ベルギー 往 安倍総理大臣 4/25-4/26 4/25� �第26回日EU定期首脳協議出席

往 平井内閣府特命担当大臣 5/3-5/4 5/3� �アンシップ欧州委員会副委員長（デジタル単一
市場担当）と会談

5/3� �モエダス欧州委員（研究・科学・イノベーショ
ン担当）と会談

往 山田外務大臣政務官 5/14-5/15 5/15� �日・EUビジネス・ラウンドテーブル（BRT）
第21回年次会合出席

5/15� �カタイネン欧州委員会副委員長と会談
5/15� �マルムストローム欧州委員（貿易担当）と会談

往 安倍総理大臣 9/26-9/27 9/27� �欧州連結性フォーラム出席
9/27� �ユンカー欧州委員会委員長と会談

来 フィリップ国王陛下及び王
妃陛下

10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/22� �安倍総理大臣と会談

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

来 コムシッチ大統領評議会議
長及び同令夫人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
ポーランド 往 秋篠宮皇嗣同妃両殿下 6/27-7/2 国交樹立100周年の機会に御訪問

6/28� �ドゥダ大統領を表敬、ドゥダ大統領主催午餐会
御臨席、日本・ポーランド国交樹立100周年
記念能公演御鑑賞

6/30� �日本・ポーランド国交樹立100周年ピアノコ
ンサート御鑑賞

7/1� �日本・ポーランド国交樹立100周年記念植樹
式御臨席、日本・ポーランド国交樹立100周
年記念レセプション御臨席

ポルトガル 往 平井内閣府特命担当大臣 8/11-8/13 8/12� �モエダス欧州委員（研究・科学・イノベーショ
ン担当）と会談

8/12� �マルドナード国家イノベーション庁長官と会談
8/13� �テイシェイラ科学技術・高等教育副大臣と会談

マルタ 来 ヴェッラ大統領及び同令夫
人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

モナコ 来 アルベール2世公殿下 10/19-11/3 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/25� �安倍総理大臣と懇談

モルドバ 来 ドドン大統領及び同令夫人 10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列
ラトビア 往 ムールニエツェ国会議長 6/22-6/28 6/24� �河野外務大臣と会談

来 レヴィッツ大統領及び同令
夫人

10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/25� �安倍総理大臣と会談

モンテネグロ 来 ジュカノビッチ大統領及び
同令夫人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

リトアニア 来 ナウセーダ大統領及び同令
夫人

10/21-10/25 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �大島衆議院議長と懇談

リヒテンシュタ
イン

来 アロイス皇太子殿下 10/22-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列

ルクセンブルク 来 アンリ大公殿下 10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/25� �安倍総理大臣と懇談

ルーマニア 来 ヨハニス大統領及び同令夫
人

10/21-10/23 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス
アゼルバイジャ
ン

往 山田外務大臣政務官 9/4-9/5 9/5� �「シマル・ガス火力複合発電所2号機」開所式
出席

9/5� �マムマドフ首相を表敬
9/5� �メメディヤロフ外相と会談
9/5� �ババエフ環境天然資源相兼日・アゼルバイジャ

ン経済合同委員会アゼルバイジャン側委員長と
会談

来 アサドフ国会議長 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
アルメニア 来 サルキシャン大統領及び同

令夫人
10/21-10/26 10/22� �即位礼正殿の儀参列

10/24� �安倍総理大臣と会談
ウズベキスタン 来 ガニーエフ副首相 7/8-7/10 7/9� �河野外務大臣と会談

来 ナルバーエヴァ最高議会上
院議長

10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �山東参議院議長と会談

来 ミルジヨーエフ大統領及び
同令夫人

12/17-12/20 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12/17-12/19）
12/19� �大島衆議院議長と会談
12/19� �山東参議院議長と会談
12/19� �安倍総理大臣と会談
12/20� �天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐

カザフスタン 来 ナザルバエフ初代大統領 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

キルギス 来 ボロノフ第一副首相 6/20-6/21 6/21� �山田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
来 ジェエンベコフ大統領 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列

10/23� �安倍総理大臣と会談
ジョージア 来 バフタゼ首相 3/13-3/16 3/13� �河野外務大臣と会談

来 ズラビシヴィリ大統領 10/19-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/24� �安倍総理大臣と会談

タジキスタン 往 河野外務大臣 5/17-5/19 5/18� �「中央アジア＋日本」対話・第7回外相会合出席
5/18� �ラフモン大統領を表敬
5/18� �ラバニ・アフガニスタン外相と会談
5/18� �カミーロフ・ウズベキスタン外相と会談
5/18� �アイダルベコフ・キルギス外相と会談
5/18� �アタムクロフ・カザフスタン外相と会談
5/19� �ゾフーロフ下院議長と会談
5/19� �ムフリッディン外相と会談

来 ウバイドゥロエフ上院議長 10/20-10/26 10/22� �即位礼正殿の儀参列
トルクメニスタ
ン

来 ベルディムハメドフ大統領
メレドフ副首相兼外相

10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

ロシア 往 河野外務大臣 1/12-1/15 1/14� �ラブロフ外相と会談
往 世耕経済産業大臣 1/20-1/22� 1/21� �オレシュキン経済発展相と会談

1/21� �マントゥーロフ産業商務相と会談
往 安倍総理大臣 1/21-1/22 1/22� �プーチン大統領と会談
往 河野外務大臣 1/21-1/22 1/22� �日露首脳会談同席
往 河野外務大臣 5/9-5/11 5/10� �ラヴロフ外相と会談
来 ラヴロフ外相 5/29-5/31 5/30� �第4回日露外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）出席

5/31� �河野外務大臣と会談
来 プーチン大統領 6/28-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席

6/29� �安倍総理大臣と会談
6/29� �「ロシアにおける日本年」・「日本におけるロシ

ア年」閉会式出席
往 根本厚生労働大臣 8/20-8/22 8/21� �ワールドスキルズインターナショナル総会出席
往 片山内閣府特命担当大臣 9/4-9/6 9/4-6� �東方経済フォーラム出席
往 安倍総理大臣 9/4-9/6 9/5� �モディ・インド首相と会談

9/5� �バトトルガ・モンゴル大統領と会談
9/5� �プーチン大統領と会談
9/5� �東方経済フォーラム出席
9/6� �日本人抑留中死亡者慰霊碑訪問

往 河野外務大臣 9/4-9/6 9/5� �オレシュキン経済発展相と会談
9/5� �東方経済フォーラム出席
9/6� �日本人抑留中死亡者慰霊碑訪問

往 世耕経済産業大臣 9/4-9/6 9/5� �日露ビジネスラウンドテーブル出席
9/5� �オレシュキン経済発展相と会談
9/5� �東方経済フォーラム出席
9/5� �ノヴァク・エネルギー相と会談

来 アキモフ副首相 10/6-10/8 10/6� �安倍総理大臣を表敬
来 ラヴロフ外相 11/22-11/23 11/22-23　�G20愛知・名古屋外務大臣会合出席

11/22� �茂木外務大臣と会談
往 茂木外務大臣 12/17-12/20 12/18� �「貿易経済に関する日露政府間委員会」第15回

会合出席
12/19� �ラヴロフ外相と会談

（6）中東と北アフリカ
アフガニスタン 来 ガーニ大統領及び同令夫人 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

10/23� �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
アラブ首長国連
邦

往 原田環境大臣 1/9-1/11 1/10-11　�国際再生可能エネルギー機関（IRENA）第9
回総会出席

1/10� �シャーベル国務相兼アブダビ国営石油会社
（ADNOC）総裁と会談

1/10� �アミンIRENA事務局長と会談
往 辻外務大臣政務官 1/12-1/13 1/13� �国際再生可能エネルギー機関（IRENA）第9回

総会出席
往 世耕経済産業大臣 1/13-1/14 1/13� �ムハンマド・アブダビ皇太子殿下を表敬

1/13� �ジャーベル国務相兼アブダビ国営石油会社
（ADNOC）総裁と会談

1/13� �アルファーレフ・サウジアラビアエネルギー相
と会談

1/14� �ワールド・フューチャー・エネルギー・サミッ
ト（WFES）出席

往 中谷外務大臣政務官 11/7 11/7� �第19回環インド洋連合（IORA）閣僚会合出席
11/7� �シャーヒド・モルディブ外相を表敬
11/7� �マルズキ・マレーシア外務副大臣と会談
11/7� �マリキ・シンガポール国防担当兼外務担当上級

国務相と会談
11/7� �ムラリーダラン・インド外務担当閣外大臣と会談

アルジェリア 来 ベドゥイ首相 8/26-8/30 8/28-30　�TICAD7出席
8/28� �安倍総理大臣と会談

イスラエル 往 櫻田東京オリンピック競技
大会・東京パラリンピック
競技大会担当大臣

1/5-1/7 1/6� �レゲブ文化・スポーツ相と会談

往 世耕経済産業大臣 1/14-15 1/15� �コーヘン経済相と会談
1/15� �第2回日・イスラエル経済イノベーション政策

対話、第2回日・イスラエル・イノベーション
ネットワーク（JIIN）総会、日・イスラエル・
ビジネスフォーラム出席

1/15� �ネタニヤフ首相と会談
往 片山内閣府特命担当大臣 5/4-5/5 5/5� �アハロン・イノベーション庁最高経営責任者と

会談
往 鈴木外務副大臣 12/19 12/19� �ホトヴェリ外務副大臣と会談

イラン 来 ラリジャニ国会議長 2/12-2/13 2/12� �伊達参議院議長と会談
2/13� �大島衆議院議長と会談
2/13� �安倍総理大臣を表敬

来 ザリーフ外相 5/15-5/17 5/16� �河野外務大臣と会談
5/16� �安倍総理大臣を表敬

往 安倍総理大臣 6/12-6/13 6/12� �ローハニ大統領と会談
6/13� �ハメネイ最高指導者と会談

往 河野外務大臣 6/12-6/13 6/12� �ザリーフ外相と会談
6/13� �ザンギャネ外相顧問と会談

往 山田外務大臣政務官 7/31 日イラン外交関係樹立90周年記念行事出席
アラグチ政務担当外務次官と会談

来 ザリーフ外相 8/27-8/28 8/27� �河野外務大臣と会談
8/28� �安倍総理大臣を表敬

来 ジョネイディ副大統領 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/24� �安倍総理大臣を表敬

来 ローハニ大統領 12/20-12/21 12/20� �安倍総理大臣と会談
来 ザリーフ外相 12/20-12/21 ローハニ大統領に同行

12/20� �日イラン首脳会談同席
エジプト 来 エルシーシ大統領 6/27-6/30 6/28-29　�G20大阪サミット出席

6/27� �安倍総理大臣と会談
来 シュクリ外相 6/27-6/30 エルシーシ大統領に同行

6/28� �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 エルシーシ大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席

8/28� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

来 シュクリ外相 8/27-8/31 エルシーシ大統領に同行
8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �河野外務大臣と会談

往 中谷外務大臣政務官 12/10-12/12 12/10� �多国籍部隊・監視団（MFO）司令部要員と会
談

12/10� �エジプト日本学校（EJS）及び大エジプト博物
館（GEM）視察

12/11� �シュクリ外相を表敬
12/11� �ナビル・ジブチ高等教育・研究相と会談
12/12� �イッガ・南スーダン副大統領を表敬
12/11-12　�持続可能な平和と開発に関するアスワン・

フォーラム出席
オマーン 往 佐藤外務副大臣 4/8-4/9 4/8� �バドル国防担当相と会談

4/9� �第5回日・オマーン政策対話出席
4/9� �ジャーブリー・ドゥクム経済特区機構長官兼投

資促進・輸出振興庁長官と会談
来 アスアド国際関係・協力担
当副首相兼国王特別代理

10/20-10/26 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

往 河野防衛大臣 12/28-12/30 12/29� �バドル国防相と会談
カタール 来 タミーム首長殿下 1/28-1/30 公式実務訪問賓客

1/29� �安倍総理大臣と会談、首脳晩餐会出席
1/30� �天皇陛下と御会見
1/30� �皇太子殿下と御接見

来 タミーム首長殿下 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
来 ムハンマド副首相兼外相 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
往 河野防衛大臣 12/14-12/15 12/14� �ドーハ・フォーラム出席

12/14� �アティーヤ副首相兼防衛相と会談
12/14� �モハマド・マレーシア国防相と会談

サウジアラビア 往 河野外務大臣 4/27-4/29 4/28� �サルマン国王陛下を表敬
4/28� �ムハンマド皇太子殿下兼副首相兼国防相を表敬
4/28� �アッサーフ外相と会談
4/28� �ジュベイル外務担当国務相と会談

来 アイバーン国務相 6/8-6/10 6/10� �安倍総理大臣を表敬
来 ムハンマド皇太子殿下兼副
首相兼国防大臣

6/27-7/2 6/28-29　�G20大阪サミット出席
6/30� �安倍総理大臣と会談
7/2� �天皇陛下とお茶

来 アッサーフ外相 6/27-7/2 ムハンマド皇太子殿下に同行
6/28� �河野外務大臣と会談

往 原田環境大臣 8/27-8/31 8/28� �ファドリー環境・水・農業相と会談
8/29� �廃棄物埋立処分場視察

来 トルキー王宮府顧問兼国務
相

10/21-10/23 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 シェイク諮問評議会議長 11/3ｰ11/6 11/4� �第6回G20国会議長会議出席
来 ファイサル外相 11/21-11/23 11/22� �茂木外務大臣と会談

11/23� �G20愛知・名古屋外務大臣会合出席
来 ジュベイル外務担当国務相 12/1-12/3 12/2� �茂木外務大臣と会談

チュニジア 往 山田外務大臣政務官 7/29-7/30 7/29� �バッシュトブジ外相付国務長官と会談
7/30� �ラデス発電所完工式典出席
7/30� �ジヒナウイ外相と会談

来 ジヒナウイ外相 8/26-8/28 8/28� �TICAD7出席
8/28� �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 中谷外務大臣政務官 10/5-10/7 10/5� �チュニジア柔道連盟への柔道着供与式出席

10/5� �バフーン独立高等選挙委員会委員長と会談
10/6� �チュニジア国民代表議会選挙の選挙監視
10/7� �エシード大統領府政治顧問と会談
10/7� �バッシュトブジ外相付国務長官と会談

トルコ 来 エルドアン大統領及び同令
夫人

6/27-7/2 実務訪問賓客（実務訪問賓客としての滞在期間は6/30-
7/2）
6/28-29　�G20大阪サミット出席
7/1� �天皇皇后両陛下と御会見
7/1� �安倍総理大臣と会談

来 シェントプ大国民議会議長 11/3ｰ11/6 11/4� �第6回G20国会議長会議出席
11/4� �山東参議院議長と会談

来 チャヴシュオール外相 11/21-11/23 11/22-23　�G20愛知・名古屋外務大臣会合出席
11/22� �茂木外務大臣と会談

バーレーン 来 サルマン皇太子殿下 10/21-10/24� 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �安倍総理大臣と会談

往 河野防衛大臣 11/22-11/25 11/23� �第15回マナーマ対話出席
11/23� �パルリ・フランス軍事相と会談
11/24� �ハリーファ国軍司令官と会談

往 鈴木外務副大臣 11/23-11/25 11/23� �ハーリド外相と会談
11/23� �アブドッラー国際問題担当外務次官と会談
11/23� �ザヤーニ湾岸協力理事会（GCC）事務局長と

会談
11/23� �ガルガーシュ・アラブ首長国連邦外務担当国務

相と会談
11/23� �ミュージニッチ米国財務副長官と会談
11/23� �サファディ・ヨルダン外務・移民相と会談
11/23� �ミフラーフィ・イエメン大統領顧問と会談
11/24� �第15回マナーマ対話出席

パレスチナ 来 アッバース大統領 10/21-10/24� 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/21� �茂木外務大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 鈴木外務副大臣 12/21 ジェリコ農産加工団地（JAIP）視察
シュタイエ首相を表敬
無償資金協力「西岸及びガザ地区パレスチナ難民キャン
プにおける学校建設及び下水道網改善計画（UNRWA）」
署名式出席
マーリキー外務移民庁長官と会談
アッバース大統領を表敬

ヨルダン 来 フセイン皇太子殿下 10/21-10/22 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 タラウネ下院議長 11/18-11/22 11/19� �安倍総理大臣を表敬
11/19� �大島衆議院議長と会談
11/19� �山東参議院議長と会談

来 鈴木外務副大臣 12/22 ワハダート・キャンプ視察
サファディ外相と会談
ラバディ計画・国際協力相と会談

往 河野防衛大臣 12/15-12/16 12/15� �アブドッラー2世国王陛下を表敬
12/15� �フネイティ統合参謀本部長と会談

レバノン 往 鈴木外務副大臣 12/19-12/20 12/20� �アウン大統領を表敬
12/20� �ベッリ国会議長を表敬
12/20� �バシール外相と会談
12/20� �ジャーベル国会外交委員長と会談
12/20� �ハリーリ暫定首相を表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程

（7）アフリカ
アフリカ連合
（AU）

来 ファキ委員長 8/28-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/28� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

アンゴラ 往 河野外務大臣 5/2-5/4 5/3� �ロウレンソ大統領を表敬
5/3� �アウグスト外相と会談

来 ロウレンソ大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席（夫人同伴）

ウガンダ 来 ムセベニ大統領 8/27-8/30 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談

エスワティニ 来 ドラミニ首相 8/27-9/1 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �宮中茶会に出席（夫人同伴）
8/31� �安倍総理大臣と会談

来 ムスワティ3世国王陛下及
び王妃陛下

10/21-10/23 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

エチオピア 往 河野外務大臣 5/4-5/5 5/5� �マルコス外務国務相と会談
5/5� �アビィ首相を表敬
5/5� �クオティ・アフリカ連合（AU）委員会副委員

長と会談
5/5� �イワイス地域間開発機構（IGAD））南スーダ

ン特使と会談
来 アビィ首相 8/27-8/30 8/28-30　�TICAD7出席

8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

来 ゲドゥ外相 8/26-8/30 アビィ首相に同行
8/28-30　�TICAD7出席

エリトリア 来 オスマン外相 3/25-3/29 外務省賓客
3/28� �河野外務大臣と会談

来 オスマン外相 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �河野外務大臣と会談

ガーナ 来 アクフォ＝アド大統領 8/26-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �宮中茶会に出席
8/31� �安倍総理大臣と会談

来 ボチュウェイ外相 8/26-8/31 アクフォ＝アド大統領に同行
8/28-30　�TICAD7出席

カーボベルデ 来 コレイア・エ・シルヴァ首
相

8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

来 フォンセカ大統領 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
ガボン 来 ビリ・ビ・ンゼ外相 8/26-8/31 8/28-30　�TICAD7出席

8/29� �河野外務大臣と会談
来 ブクビ国民議会議長及び同
令夫人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

カメルーン 来 ンベラ・ンベラ外相 8/26-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/31� �河野外務大臣と会談

来 ングテ首相 10/20-10/23� 10/22� �即位礼正殿の儀参列
ガンビア 往 山田外務大臣政務官 1/18 バロウ大統領を表敬

タンガラ・外務・国際協力・在外ガンビア人相及び
ディッバ農業相と会談

来 トゥーレイ副大統領 8/27-9/1 8/28-30　�TICAD7出席
8/31� �安倍総理大臣を表敬

来 デントン国民議会議長 10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列
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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 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席

8/28� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

ギニアビサウ 来 ゴメス首相 8/27-8/29 8/28-29　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談

ケニア 来 ケニヤッタ大統領 8/27-8/28 8/28� �TICAD7出席
8/28� �安倍総理大臣と会談

来 ジュマ外務長官 8/26-8/29 ケニヤッタ大統領に同行
8/28-29　�TICAD7出席
8/29� �河野外務大臣と会談

来 ケニヤッタ大統領及び同令
夫人

10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列

コートジボワー
ル

来 クリバリ首相 8/26-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �宮中茶会に出席
8/31� �安倍総理大臣と会談

来 ウワタラ大統領及び同令夫
人

10/20-10/22 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

コモロ連合 来 アザリ大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �宮中茶会に出席（夫人同伴）
8/31� �安倍総理大臣と会談

来 アザリ大統領及び同令夫人 10/21-10/22 10/22� �即位礼正殿の儀参列
コンゴ民主共和
国

往 山田外務大臣政務官（総理
特使）

1/20-1/22 1/21� �チセケディ次期大統領と会談
1/21� �チバラ首相を表敬
1/21� �シェ＝オキトゥンドゥ副首相兼外務・地域統合

相を表敬
来 チセケディ大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席

8/30� �安倍総理大臣と会談
8/30� �河野外務大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席（夫人同伴）

来 トゥンバ外相 10/20-10/22 10/21� �茂木外務大臣と会談
コンゴ共和国 来 ガコソ外務・協力・在外コ

ンゴ人相
8/26-8/30 8/28-30　�TICAD7出席

8/28� �河野外務大臣と会談
サントメ・プリ
ンシペ

来 ジェズース首相 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

ザンビア 来 ルング大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

来 マランジ外相 10/21-10/23� 10/22� �即位礼正殿の儀参列
シエラレオネ 来 ビオ大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席

8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席（夫人同伴）

来 チュニス外務・国際協力相 8/26-8/31 ビオ大統領に同行
8/28-30　�TICAD7出席
8/31� �河野外務大臣と会談

来 ブンドゥ国会議長 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
ジブチ 来 ゲレ大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席

8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

来 ユスフ外務・国際協力相 8/27-8/30 ゲレ大統領に同行
8/28-30　�TICAD7出席

来 アブドゥルカデル首相 10/20-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/23� �河野防衛大臣と会談

往 河野防衛大臣 12/27-12/28 12/28� �海賊対処部隊視察
12/28� �ブルハン国防相と会談

356 DIPLOMATIC BLUEBOOK 2020

要人往来



資
料
編
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ジンバブエ 来 ムナンガグワ大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席

8/30� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

来 モヨ外務国際貿易相 8/27-8/30 ムナンガグワ大統領に同行
8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �河野外務大臣と会談

セーシェル 来 フォール大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �宮中茶会に出席
8/31� �安倍総理大臣と会談

来 フォール外務長官 8/26-8/31 フォール大統領に同行
8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �佐藤外務副大臣と会談

来 メリトン副大統領兼外相及
び同令夫人

10/20-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列

赤道ギニア 来 オヨノ・エソノ・アンゲ外
務・協力相

8/27-8/29 8/28-29　�TICAD7出席

来 モアバ・メス国民議会議長
及び同令夫人

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

セネガル 往 山田外務大臣政務官 1/16-1/18 1/17� �サル大統領を表敬
1/17� �第3回「アフリカ新興国国際会議」出席

往 北村総理特使 4/1-4/3 4/1� �サル大統領を表敬
4/2� �サル大統領就任式出席
4/3� �サール保健・社会活動相と会談

来 サル大統領 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席
来 サル大統領 8/27-9/1 8/28-30　�TICAD7出席

8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

来 バ外務・在外セネガル人相 8/27-9/1 サル大統領に同行
8/28-30　�TICAD7出席
8/28� �河野外務大臣と会談

往 中谷外務大臣政務官 11/16-11/18 11/17� �サル大統領を表敬
11/18� �バ外務・在外セネガル人相を表敬
11/18� �カバ国防相を表敬
11/18� �第6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
11/18� �ガズワニ・モーリタニア大統領を表敬
11/18� �ドラメ・マリ共和国外務・国際協力相を表敬

来 バ外務・在外セネガル人相 11/22-11/24 11/23� �G20愛知・名古屋外務大臣会合出席
11/23� �茂木外務大臣と懇談

ソマリア 来 ファルマージョ大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �宮中茶会に出席
8/31� �安倍総理大臣と会談

来 アフメド外務国際協力相 8/27-8/31 ファルマージョ大統領に同行
8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �河野外務大臣と会談

タンザニア 来 マジャリワ首相 8/26-9/2 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �宮中茶会に出席
8/31� �安倍総理大臣と会談

中央アフリカ 来 トゥアデラ大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

トーゴ 来 ニャシンベ大統領 8/25-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/28� �安倍総理大臣と会談
8/30� �佐藤外務副大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
来 ドゥセ外務・アフリカ統
合・在外トーゴ人相

8/25-8/31 ニャシンベ大統領に同行
8/28-30　�TICAD7出席

来 ニャシンベ大統領 10/21-10/25 10/22� �即位礼正殿の儀参列
ナイジェリア 往 武井総理特使 6/11-6/13 6/12� �ナイジェリア民主化記念日式典出席

来 ブハリ大統領 8/26-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

来 ムスタファ連邦政府官房長
官

10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列

来 グバジャビアミラ下院議長 11/6-11/11 11/7� �大島衆議院議長と会談
11/11� �安倍総理大臣を表敬

ナミビア 来 ガインゴブ大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談

ニジェール 来 イスフ大統領 8/27-8/30 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席（夫人同伴）

来 カラ・アンコラウ外務・協
力・アフリカ統合・在外ニ
ジェール人相

8/27-8/30 イスフ大統領に同行
8/27-30　�TICAD7出席

来 イスフ大統領及び同令夫人 10/21-10/23 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

ブルキナファソ 来 カボレ大統領 8/27-8/30 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席（夫人同伴）

来 バリー外務・協力相 8/27-8/31 カボレ大統領に同行
8/28-30　�TICAD7出席
8/31� �河野外務大臣と会談

来 バリー外務・協力相及び同
令夫人

10/21-10/23� 10/21� �茂木外務大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

ブルンジ 来 ブトレ第二副大統領 8/27-9/1 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �安倍総理大臣を表敬
8/30� �宮中茶会に出席

来 ニビギラ外相 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
ベナン 来 タロン大統領 8/27-8/30 8/28-30　�TICAD7出席

8/30� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

来 アベノンシ外務・協力相� 8/27-8/30 タロン大統領に同行
8/28-30　�TICAD7出席

来 タロン大統領 10/21-10/23 10/22� �即位礼正殿の儀参列
ボツワナ 来 ダウ外務国際協力相 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席

8/29� �河野外務大臣と会談
マダガスカル 往 秋葉総理特使 1/18-1/19 1/19� �ラジョリナ大統領就任出席

往 山田外務大臣政務官 3/26-3/28 3/26� �アンジアナイリヴェル国土整備・居住・公共事
業相と会談

3/27� �ラジョリナ大統領を表敬
来 ラジョリナ大統領 8/25-8/30 8/28-30　�TICAD7出席

8/30� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席（夫人同伴）

来 ラザナマハソア国民議会議
長及び同夫君

10/20-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
10/24� �大島衆議院議長と会談

マラウイ 来 チムリレンジ副大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �安倍総理大臣を表敬
8/30� �宮中茶会に出席（夫人同伴）
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マリ 往 佐藤外務副大臣 2/25-2/26 2/26� �マイガ首相を表敬

2/26� �カマラ外務・国際協力相と会談
来 ケイタ大統領 8/26-8/31 8/28-30　�TICAD7出席

8/28� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席（夫人同伴）

来 シディベ国民議会議長 10/21-10/24 10/22� �即位礼正殿の儀参列
南アフリカ 往 関総理特使 5/24-5/25 5/25� �ラマポーザ大統領就任式出席

来 ラマポーザ大統領 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席
6/29� �安倍総理大臣と会談

来 パンドール国際関係・協力
相

6/27-6/30 ラマポーザ大統領に同行
6/29� �河野外務大臣と会談

来 ラマポーザ大統領 8/27-8/29 8/28� �安倍総理大臣と会談
来 モディセ国民議会議長 11/2-11/6 11/4� �第6回G20国会議長会議出席

南スーダン 往 河野外務大臣 5/4 キール大統領を表敬
シアラー国連南スーダン共和国ミッション（UNMISS）
国連事務総長特別代表と会談

来 イッガ副大統領 8/27-9/1 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣を表敬
8/30� �宮中茶会に出席

モザンビーク 来 マカモ国民議会議長及び同
夫君

10/20-10/25 10/21� �山東参議院議長と会談
10/21� �大島衆議院議長と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

モーリシャス 来 ジャグナット首相 8/27-8/30 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席（夫人同伴）

モーリタニア 往 佐藤外務副大臣 2/26-2/27 2/27� �アブデル・アジズ大統領を表敬
来 シディヤ首相 8/27-8/29 8/28-29　�TICAD7出席

8/29� �安倍総理大臣と会談
モロッコ 来 ブリタ外相 8/28-9/1 8/28-30　�TICAD7出席

8/31� �河野外務大臣と会談
リビア 往 シヤーラ外相 8/26-8/31 8/27� �山東参議院議長と会談

8/28-30　�TICAD7出席
8/28� �河野外務大臣と会談

リベリア 来 ウェア大統領 8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/30� �安倍総理大臣と会談
8/30� �宮中茶会に出席

ルワンダ 来 カガメ大統領及び同令夫人 1/7-1/10 実務訪問賓客
1/8� �天皇皇后両陛下と御会見
1/8� �安倍総理大臣と会談

往 山田外務大臣政務官 3/24-3/25 3/24� �ジェノサイド記念館視察
3/25� �第7回アフリカCEOフォーラム出席
3/25� �セジベラ外務・国際協力相と会談
3/25� �ガテテ・インフラ相と会談
3/25� �インガビレICT・イノベーション相と会談

来 カガメ大統領 8/27-8/29 8/28-29　�TICAD7出席
8/29� �安倍総理大臣と会談

レソト 来 タバネ首相 8/27-9/1 8/28-30　�TICAD7出席
8/31� �安倍総理大臣と会談

来 レツィエ3世国王陛下及び
王妃陛下

10/20-10/25 10/21� �安倍総理大臣と会談
10/22� �即位礼正殿の儀参列

（8）国際機関
アフリカ開発銀
行（AfDB）�

来 アデシナ総裁 8/28-8/30 8/28-30　�TICAD7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
化学兵器禁止機
関（OPCW）

来 アリアス事務局長 6/17-6/22 外務省賓客
6/21� �河野外務大臣と会談

Gaviワクチンア
ライアンス

来 バークレー事務局長 2/25-2/26 2/26� �河野外務大臣を表敬
2/26� �鈴木外務大臣政務官を表敬

来 バークレー事務局長 8/28-9/1 8/30� �Gaviワクチンアライアンス第3次増資準備会
合出席

気候変動に関す
る政府間パネル
（IPCC）

来 アブダラ・モクシ事務局長 5/4-5/14 5/8-12� �IPCC第49回総会出席

経済協力開発機
構（OECD）

来 グリア事務総長 4/14-4/16 4/15� �OECD対日経済審査報告書の公表
4/16� �「日本国際問題研究所主催国際フォーラム」及

び「OECDリーダーズ・ダイアログ（OECD
主催）」出席

4/15� �安倍総理大臣を表敬
4/16� �河野外務大臣と会談

国際移住機関
（IOM）

来 ヴィトリーノ事務局長 5/27-5/28 5/28� �河野外務大臣を表敬

国際エネルギー
機関（IEA）

来 ビロル事務局長 4/11-4/12 4/12� �河野外務大臣を表敬
4/12� �安倍総理大臣を表敬

来 ビロル事務局長 9/23-9/26 9/25� �若宮外務副大臣と会談
国際海洋法裁判
所（ITLOS）

来 ペク所長 2/12-2/19 2/13� �山田外務大臣政務官と会談
2/14� �河野外務大臣を表敬

国際金融公社
（IFC）

来 ル・ウェルー長官 8/26-30 8/28-29　�TICAD7出席
8/29� �河野外務大臣を表敬

国際再生可能エ
ネルギー機関
（IRENA）

来 アミン事務局長 3/6-3/7 3/6� �河野外務大臣を表敬

国際獣疫事務局
（OIE）

来 エロワ国際獣疫事務局長 9/1-9/7 9/2� �鈴木外務大臣政務官を表敬

国際農業開発基
金（IFAD）

来 ウングボ総裁 8/27-8/29 8/28-29　�TICAD7出席
8/28� �鈴木外務大臣政務官を表敬

国際民間航空機
関（ICAO）

来 リウ事務局長 4/3-4/6 4/4� �鈴木外務大臣政務官を表敬

国際労働機関
（ILO）

来 ライダー事務局長 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席

来 ライダー事務局長 8/29-9/2 8/29� �TICAD7出席
8/29� �阿部外務副大臣と会談

国際通貨基金
（IMF）

来 ラガルド専務理事 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席

来 ゲオルギエヴァ専務理事 11/25 安倍総理大臣を表敬
国連（UN） 来 グテーレス事務総長 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席

来 ムハンマド=バンデ第74
回国連総会議長

7/21-7/25 7/22� �河野外務大臣と会談
7/23� �安倍総理大臣を表敬

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

8/26-8/29 8/28� �TICAD7出席
8/28� �河野外務大臣を表敬

来 グテーレス事務総長 8/27-8/30 8/28-29　�TICAD7出席
8/28� �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 8/26-8/30 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �河野外務大臣と会談

国連教育科学文
化機関
（UNESCO）

来 アズレー事務局長 8/28-8/29 8/28-29　�TICAD7出席
8/28� �安倍総理大臣を表敬
8/29� �河野外務大臣と会談

国連訓練調査研
究所（UNITAR）

来 セス総代表 8/25-8/31 8/28-29　�TICAD7出席
8/30� �阿部外務副大臣を表敬
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国連工業開発機
関（UNIDO）

来 リー事務局長 4/7-4/11 4/8� �山田外務大臣政務官を表敬

国連児童基金
（UNICEF）

来 フォア事務局長 8/27-8/30 8/28-29　�TICAD7出席
8/29� �阿部外務副大臣を表敬

国連食糧農業機
関（FAO）

来 屈
チュー・ドンユィ

冬玉事務局長 8/26-8/30 8/28-29　�TICAD7出席
8/30� �阿部外務副大臣を表敬

国連女性機関
（UN�Women）

来 ムランボ＝ヌクカ事務局長 6/26-7/1 6/29� �G20大阪サミット　女性のエンパワーメント
に関する首脳特別イベント出席

7/1� �河野外務大臣を表敬
国連人権高等弁
務官事務所
（OHCHR）

来 バチェレ高等弁務官 3/22-3/25 3/22� �安倍総理大臣を表敬
3/23� �第5回国際女性会議WAW!/W20出席
3/24� �阿部外務副大臣と会談

国連世界食糧計
画（WFP）

来 ビーズリー事務局長 8/27-8/30 8/28-30　�TICAD7出席
8/28� �安倍総理大臣と会談
8/28� �河野外務大臣と会談

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

8/27-8/31 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �河野外務大臣と会談

国連プロジェク
ト・サービス機
関（UNOPS）

来 ファレモ事務局長 11/26-11/29 11/27� �鈴木外務副大臣を表敬

世界エイズ・結
核・マラリア対
策基金
（GFATM）

来 サンズ事務局長 3/19-3/21 3/20� �阿部外務副大臣を表敬

世界銀行（WB） 来 マルパス総裁 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席
世界保健機関
（WHO）

来 テドロス事務局長 6/27-6/29 6/28-29　�G20大阪サミット出席

赤十字国際委員
会（ICRC）

来 マウラー総裁 8/27-8/30 8/28-30　�TICAD7出席
8/29� �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 8/26-9/4 8/28-29　�TICAD7出席
8/29� �河野外務大臣を表敬

東南アジア諸国
連合（ASEAN）

来 リム事務総長 1/5-1/12 1/8� �鈴木外務大臣政務官と会談

来 リム事務総長 5/12-5/16 外務省賓客
5/13� �河野外務大臣と会談

来 リム事務総長 9/19-9/21 9/19� �茂木外務大臣と会談
緑の気候基金
（GCF）

来 グレマレック事務局長 5/19-5/22 5/21� �阿部外務副大臣を表敬

来 グレマレック事務局長 10/3-10/6 10/4� �鈴木外務副大臣と会談
ユニットエイド
（Unitaid）

来 マルモラ事務局長 3/31-4/3 4/2� �山田外務大臣政務官を表敬
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