
国際社会及び日本の主な動き
※�2020年は新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）により、要人往来が大きく制限されたため、実施された電話
会談及びテレビ会議形式の会合を以下の表に示した。実際に面会して実施された会談などについては、資料編「要人往来」参照

総理大臣 2012年12月26日～　安倍晋三　　2020年9月16日～　菅義偉
外務大臣 2019年9月11日～　茂木敏充

2020年1月1日～12月31日（日付は現地時間）
日本関係 国際関係
1月
1日 日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定が発効

2日 米国がソレイマニ・イラン革命ガード・コッヅ部隊
司令官を殺害と発表

5日 茂木外務大臣がベトナム、タイ、フィリピン及びイ
ンドネシアを訪問（～10日）

5日 イランがイラン核合意で制限されているウラン濃縮
活動に係る制約を取り払うと発表

7日 日豪首脳電話会談 7日 ベネズエラ国会議長選出のための特別審議で再選さ
れたグアイド国会議長が暫定大統領就任を宣誓

8日 イランがイラク内の米軍駐留基地を攻撃
イランがウクライナ航空機を誤って撃墜

10日 カブース・ビン・サイド・オマーン国王が薨
こう
去
きょ
。

11日、ハイサム遺産文化相が国王に就任
11日 日・カナダ首脳電話会談

安倍総理大臣がサウジアラビア、アラブ首長国連邦
及びオマーンを訪問（～15日）

11日 中国メディアが新型コロナによる初の死者が出たと
報道

13日 茂木外務大臣が米国を訪問（～14日） 13日 タイ当局が新型コロナの感染者が確認されたと報
告。中国以外で初の報告
マーシャル諸島大統領選挙（6日）で選出されたカ
ブア氏が大統領に就任

14日 茂木外務大臣が日米韓外相会合に出席 14日 グアテマラ大統領選挙（2019年8月）で選出され
たジャマテイ氏が大統領に就任

15日 ロシア当局による根室市の漁船の連行事案発生。
20日、乗組員が帰還

15日 米中両国が貿易協議の「第1段階の合意」に署名
（2月14日発効）
ムスカット・マルタ首相の辞任を受け、アベーラ氏
が首相に就任

16日 厚生労働省が新型コロナウイルスに関連した肺炎の
国内初の感染者が確認されたと発表

16日 トランプ米国大統領のウクライナ疑惑をめぐり米国
史上3例目の弾劾裁判が上院で開始。2月5日、無
罪評決

19日 茂木外務大臣・河野防衛大臣共催の日米安全保障条
約60周年記念レセプションを東京で開催（安倍総
理大臣、麻生副総理大臣、アイゼンハワー元米国大
統領の御子息らも参加）

20日 中国政府が新型コロナの人から人への感染を初めて
公式に認める。

21日 米国当局が同国初の新型コロナの感染者が確認され
たと発表。アメリカ大陸で初の報告

23日 中国武漢市が新型コロナの感染拡大を防ぐため、公
共交通機関などを停止（事実上の封鎖、4月8日に
解除）

24日 フランス当局が同国初の新型コロナの感染者が確認
されたと発表。欧州で初の報告
トルコ東部（エラズー県）においてマグニチュード
6.6の地震が発生

26日 日中外相電話会談
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日本関係 国際関係
28日 トランプ米国大統領が中東和平ビジョンを発表
30日 WHOが新型コロナを「国際的に懸念される公衆衛

生上の緊急事態」（PHEIC）に指定
31日 英国が欧州連合（EU）から離脱

2月
3日 シリア・イドリブ地域でシリア軍の砲撃によりトル

コ軍兵士ら6人死亡。これに対し、トルコ軍が反
撃。両国の応酬が2月末まで継続

6日 日・EU外相電話会談 6日 米国が武装組織「アラビア半島のアルカイダ」（AQAP）
のカシム・ライミ指導者をイエメンで殺害と発表

13日 日・カナダ外相電話会談
15日 茂木外務大臣がミュンヘン安全保障会議に出席 15日 エジプト当局が同国初の新型コロナの感染者が確認

されたと発表。アフリカで初の報告
18日 クロアチア大統領選挙（1月）で選出されたミラノ

ビッチ元首相が大統領に就任
19日 イラン当局が同国初の新型コロナの感染者が確認さ

れたと発表。中東で初の報告
22日 南スーダンが国民統一暫定政府設立を宣言
24日 マハティール・マレーシア首相が辞任。3月1日、

ムヒディン元副首相が首相に就任
25日 ムバラク元エジプト大統領が死去

26日 日中外相電話会談
27日 ギニアビサウ大統領選挙決選投票（2019年12月）

で選出されたエンバロ元首相が大統領に就任
29日 米国とアフガニスタンの反政府組織タリバーンが和

平合意に署名
3月

1日 ウルグアイ大統領選挙（2019年10月）で選出さ
れたラカジェ・ポウ氏が大統領に就任

2日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射
5日 エルドアン・トルコ大統領とプーチン・ロシア大統

領がシリア・イドリブ地域での停戦実施で合意と発
表

7日 WHOの統計によると、新型コロナの感染者数が世
界で10万人を超えた。

9日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射
11日 WHOが新型コロナの感染拡大を「パンデミック」

と形容されると評価
13日 日仏首脳電話会談

日米首脳電話会談
13日 トランプ米国大統領が新型コロナの米国内での拡大

を受けて国家非常事態宣言を発出
ギリシャ議会が選出（1月）したサケラロプル氏が
大統領に就任

15日 日英首脳電話会談
16日 安倍総理大臣がG7首脳テレビ会議に出席
18日 日・カナダ外相電話会談

日伊外相電話会談
19日 日独外相電話会談

日・EU外相電話会談
20日 新型コロナウイルス感染症に関する日中韓外相テレ

ビ会議
日・イラン外相電話会談
日米外相電話会談

21日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射
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日本関係 国際関係
23日 日・インドネシア外相電話会談
24日 日・カナダ首脳電話会談

安倍総理大臣とバッハ国際オリンピック委員会
（IOC）会長との電話会談

24日 安倍総理大臣とバッハIOC会長が2020年東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会の延期で一
致。同日、IOC及び東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会が同大会の延期を発表

25日 日米首脳電話会談
日豪首脳電話会談
茂木外務大臣がG7外相会合（テレビ会議形式）に
出席
外務省が全世界一律に危険情報レベル2（「不要不
急の渡航は止めてください」）を発出

26日 安倍総理大臣がG20首脳テレビ会議に出席
29日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射

30日 安倍総理大臣とテドロスWHO事務局長との電話
会談

31日 日・ベトナム外相電話会談
外務省が米国、英国、中国、韓国など49か国・地
域の全土に対する感染症危険情報をレベル3（渡航
中止勧告）に引き上げ。そのほか、全世界について
は、レベル2（「不要不急の渡航は止めてください」）
に引き上げ

4月
2日 日・シンガポール外相電話会談
3日 日・スウェーデン首脳電話会談

日・ポーランド外相電話会談
4日 WHOの統計によると新型コロナの感染者数が世界

で100万人を超えた。
6日 日・カタール外相電話会談
7日 安倍総理大臣が新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づく緊急事態宣言を発出（東京など7都府県
を対象。16日、対象を全都道府県に拡大。5月25
日、全面解除）

10日 日印首脳電話会談 10日 WHOの統計によると新型コロナによる死亡者数が
世界で10万人を超えた。

13日 日・フィジー外相電話会談
14日 安倍総理大臣が新型コロナウイルス感染症に関する

ASEAN+3（日中韓）特別首脳会議（テレビ会議形
式）に出席

15日 茂木外務大臣とトレビリアン英国国際開発相との電
話会談

16日 安倍総理大臣がG7首脳テレビ会議に出席
17日 日・トルコ首脳電話会談

日・クウェート外相電話会談
18日 カナダ・ノバスコシア州で銃乱射事件が発生し、

23人が死亡
20日 バヌアツ国会議員の互選によりロウマン議員が新首

相に選出され、就任
21日 日・エチオピア首脳電話会談

日中外相電話会談
22日 日・ニュージーランド外相電話会談
23日 日・ヨルダン首脳電話会談

日・インドネシア首脳電話会談
日・ヨルダン外相電話会談
日豪外相電話会談
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日本関係 国際関係
5月
4日 日・ベトナム首脳電話会談
5日 日・イラン首脳電話会談

安倍総理大臣が「新型コロナウイルス・グローバル
対応サミット（プレッジ会合）」にビデオメッセー
ジで参加

7日 日露首脳電話会談
日印外相電話会談
日・エストニア外相電話会談

8日 日米首脳電話会談
日・スペイン外相電話会談

11日 茂木外務大臣が新型コロナウイルス感染症に関する
米国主催関心国外相会合（テレビ会議形式）に出席

12日 日・ルクセンブルク首脳電話会談
日仏外相電話会談
茂木外務大臣とライトハイザー米国通商代表との電
話会談

13日 日・タイ外相電話会談
14日 日・ハンガリー外相電話会談
15日 日・パキスタン外相電話会談

18日 WHO総会開催（～19日）。19日、感染源の特定
や、公平で独立した包括的な検証の開始を含む「新
型コロナウイルス感染症対応に係る決議」を採決

19日 日・ペルー首脳電話会談
日・マレーシア外相電話会談

19日 タバネ・レソト首相が辞任。翌20日、マジョロ首
相が就任

20日 日・カザフスタン外相電話会談
日英外相電話会談

21日 日・フィリピン外相電話会談
日・ジョージア外相電話会談
安倍総理大臣がエルドアン・トルコ大統領と共に
「バシャクシェヒル松と桜都市病院開院式典」（トル
コ、テレビ会議形式）へ出席

22日 安倍総理大臣とグテーレス国連事務総長との電話会
談
日・モンゴル外相電話会談

25日 米国ミネソタ州で黒人男性が白人警官による逮捕時
に死亡。その後続いた抗議デモが暴徒化し、同州が
非常事態を宣言。抗議デモが全米及び世界に拡大

26日 日・EU首脳テレビ会議
日・アイスランド外相電話会談

27日 日・オランダ外相電話会談
28日 日露外相電話会談

安倍総理大臣が国連主催「新型コロナウイルス時代
とその後における開発資金ハイレベルイベント」に
ビデオメッセージで参加

28日 中国全国人民代表大会が「国家安全」に関する法律
を香港に制定することを議決

29日 茂木外務大臣とビル・ゲイツ・ビル＆メリンダ・ゲ
イツ財団共同議長との電話会談

6月
1日 日・ベトナム外相電話会談
2日 日英外相電話会談
3日 日韓外相電話会談
4日 日・ニュージーランド外相電話会談

安倍総理大臣が「グローバル・ワクチン・サミット
2020」にビデオメッセージで参加
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日本関係 国際関係
5日 日豪外相電話会談

6日 ニウエ議会における首相選任選挙において、タンゲ
ランギ氏が新首相に選出され、就任

8日 ンクルンジザ・ブルンジ大統領が死去。18日、ブル
ンジ大統領選挙（5月）で勝利していたンダイシミ
エ氏が就任予定時期（8月）を前倒しする形で就任

9日 茂木外務大臣がトラス英国国際貿易相とテレビ会談
を行い、日英包括的経済連携協定（日英EPA）交
渉を立上げ

10日 日仏外相電話会談
16日 北朝鮮が開

ケソン
城の南北共同連絡事務所を爆破

17日 米国が「ウイグル人権政策法」を制定
18日 日・タイ外相電話会談

日・スペイン首脳電話会談
18日 香港に関するG7外相声明が発出され、香港に関す

る国家安全法を制定するとの中国の決定に重大な懸
念を強調

19日 国際原子力機関（IAEA）6月理事会において、イ
ランの保障措置協定に係る決議が採択

23日 東アジア地域包括的経済連携（RCEP）中間閣僚会
合（テレビ会議形式）

26日 日・南アフリカ外相電話会談
28日 マラウイ大統領選挙（6月）で選出されたチャク

ウェラ氏が大統領に就任
29日 茂木外務大臣とアウン・サン・スー・チー・ミャン

マー国家最高顧問兼外相との電話会談
29日 WHOの統計によると新型コロナの感染者数が世界

で1,000万人を超えた。
30日 香港国家安全維持法が施行。7月以降、同法律など

に基づく民主活動家の拘束などが相次ぐ。
7月
1日 日・ベルギー外相電話会談

日・サウジアラビア外相電話会談
1日 米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）が発効

2日 日・クロアチア外相電話会談
6日 米国が2021年7月6日付でのWHOからの脱退を

国連に通知
7日 日・タジキスタン外相電話会談
9日 日豪首脳テレビ会談

茂木外務大臣が第13回日・メコン外相会議（テレ
ビ会議形式）に出席

9日 米国が陳
ちん
全
ぜん
国
こく
・中国新

しん
疆
きょう
ウイグル自治区党書記な

どへの制裁を発表

12日 アルメニアとアゼルバイジャンが両国国境地帯にお
いて軍事衝突

14日 日・イスラエル外相電話会談 14日 持続可能な開発のための国連ハイレベル政治フォー
ラム（茂木外務大臣がステートメント発出）
米国が「香港自治法」を制定

16日 日独首脳テレビ会談 16日 スリナム大統領選挙（5月）で選出されたサントキ
氏が大統領に就任

27日 日・アラブ首長国連邦外相電話会談
29日 日中外相電話会談 29日 米国がドイツ駐留米軍の約3分の1を削除すると発

表
30日 李

り
登
とう
輝
き
台湾元総統が死去

8月
2日 ガイアナ大統領選挙（3月）で選出されたアリ氏が

大統領に就任
4日 日・ベトナム首脳電話会談 4日 レバノンの首都ベイルートで大規模な爆発が発生
5日 茂木外務大臣が英国を訪問（～8日）

日・バングラデシュ首脳電話会談
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日本関係 国際関係
6日 モーリシャス沿岸で7月25日に座礁したばら積み

貨物船から大量の油が流出
7日 米国が林

キャリー・ラム
鄭月娥香港特別行政区行政長官などへの制

裁を発表
9日 ベラルーシ大統領選結果などをめぐる大規模な抗議

活動が同国各地で発生
10日 タイ・バンコク近郊で大規模な反政府デモが発生。

年末まで断続的にデモが発生
11日「中央アジア＋日本」対話・外相会合（テレビ会議

形式）
12日 茂木外務大臣がシンガポール及びマレーシアを訪問

（～15日）
13日 イスラエルとアラブ首長国連邦が国交正常化に合意
16日 ドミニカ共和国大統領選挙（7月）で選出されたア

ビナデル氏が大統領に就任
17日 米国民主党大会が開幕（20日まで）。バイデン氏及

びハリス氏をそれぞれ次期大統領、副大統領候補に
正式指名

18日 日・デンマーク外相電話会談 18日 マリ国軍の一部兵士が武装蜂起し、拘束されたケイ
タ大統領が辞任を表明。反乱軍指導者が「国民救済
委員会」を設立。9月25日、ンダオ元国防相が暫
定大統領に就任

20日 茂木外務大臣がパプアニューギニア、カンボジア、
ラオス及びミャンマーを訪問（～25日）

24日 米国共和党大会が開幕（27日まで）。トランプ氏及
びペンス氏をそれぞれ次期大統領、副大統領候補に
正式指名

26日 茂木外務大臣とライトハイザー米国通商代表との電
話会談

26日 イランとIAEAの間でイラン国内の施設2か所に対
する査察実施を合意

31日 日米首脳電話会談
日露首脳電話会談
日米外相電話会談

9月
1日 日・サウジアラビア外相電話会談
2日 日・カナダ首脳電話会談

日・ヨルダン首脳電話会談
日英首脳電話会談

3日 安倍総理大臣とグテーレス国連事務総長との電話会
談
茂木外務大臣がG20臨時外相会合（テレビ会議形
式）に出席

4日 トランプ米国大統領がコソボ及びセルビア首脳と会
談（ワシントンDC）。会談後にコソボとイスラエ
ルが外交関係開設で合意と発表
G7がアレクセイ・ナヴァリヌィ氏への毒物使用を
非難する外相声明を発出

7日 茂木外務大臣とジャグナット・モーリシャス首相と
の電話会談
日・イスラエル首脳電話会談
日・フィリピン首脳電話会談

8日 日豪首脳電話会談
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日本関係 国際関係
9日 日・オーストリア首脳電話会談

日・トルコ首脳電話会談
茂木外務大臣がASEAN+3（日中韓）外相会議、
日・ASEAN外相会議、東アジア首脳会議（EAS）
参加国外相会議（全てテレビ会議形式）に出席
日印物品役務相互提供協定（日印ACSA）に署名

10日 日印首脳電話会談
日・トルクメニスタン首脳電話会談

11日 茂木外務大臣がトラス英国国際貿易相とテレビ会談
を行い、日英EPAに大筋合意

11日 イスラエルとバーレーンが国交正常化に合意

12日 茂木外務大臣が、ASEAN地域フォーラム（ARF）
閣僚会合（テレビ会議形式）に出席

12日 カタール・ドーハでアフガニスタン和平交渉が開始

15日 日・ニュージーランド外相電話会談 15日 第75回国連総会開会
トランプ米国大統領の仲介でイスラエルとアラブ首
長国連邦及びバーレーンが国交正常化の合意文書に
署名

16日 安倍総理大臣による辞任の意向の表明（8月）を受
けて、国会での総理大臣指名選挙の結果、菅内閣が
発足

17日 日豪外相電話会談
20日 日豪首脳電話会談

日米首脳電話会談
21日 茂木外務大臣が国連創設75周年記念ハイレベル会

合で演説（ビデオメッセージ）
22日 日独首脳電話会談

日・EU首脳電話会談
23日 菅総理大臣とバッハIOC会長との電話会談

日英首脳電話会談
茂木外務大臣が安保理改革に関するG4外相会合
（テレビ会議形式）に出席

24日 日韓首脳電話会談
菅総理大臣とグテーレス国連事務総長との電話会談

25日 日印首脳電話会談
日中首脳電話会談

26日 菅総理大臣が第75回国連総会で一般討論演説（ビ
デオ録画）

27日 アルメニアとアゼルバイジャンがナゴルノ・カラバ
フ及び周辺地域において軍事衝突。11月9日、ロ
シア及び両国の3か国首脳が停戦合意に関する声明
に署名

29日 日露首脳電話会談
茂木外務大臣がポルトガル、フランス、サウジアラ
ビア及びクウェートを訪問（～10月4日）
茂木外務大臣が「新型コロナウイルス時代とその後
における持続可能な開発のための2030アジェンダ
のファイナンスに関するハイレベル会合」にビデオ
メッセージで参加

29日 サバーハ・クウェート首長が薨
こう
去
きょ
。ナッワーフ皇太

子が翌30日に首長に就任
WHOの統計によると新型コロナによる死亡者数が
世界で100万人を超えた。

30日 日・カナダ首脳電話会談
10月
1日 包括的核実験禁止条約（CTBT）フレンズ外相会合

に係る茂木外務大臣ビデオメッセージの発出
日独外相テレビ会談

1日 クック諸島議会における信任投票において、ブラウ
ン氏が新首相に選出され、就任
ベルギー総選挙（2019年5月）後の連立協議の結
果、ドゥ＝クロー氏が首相に就任

3日 スーダン暫定政府とスーダン革命戦線が和平協定に
署名
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日本関係 国際関係
5日 日仏首脳電話会談
6日 日・EU首脳電話会談

第2回日米豪印外相会合
7日 日伊首脳電話会談
8日 茂木外務大臣が「ユニバーサル・ヘルス・カバレッ

ジ（UHC）フレンズ閣僚級会合」（ビデオ会議形式）
に出席

9日 茂木外務大臣のモンゴル訪問（～10日）
10日 北朝鮮が朝鮮労働党の創建75周年に閲兵式を開催

12日 日・ベトナム首脳電話会談
13日 日・インドネシア首脳電話会談

日・イラン外相電話会談
14日 菅総理大臣とシュワブ・世界経済フォーラム（WEF）

会長及びCEOとのテレビ会議
15日 日・ルーマニア外相電話会談 15日 ジェエンベコフ・キルギス大統領が大規模な抗議運

動の発生を受けて辞任し、ジャパロフ首相が大統領
代行に就任

16日 日露外相電話会談
「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020-2025）
策定・公表

16日 フランス・パリ近郊のイヴリーヌ県で、教師が頭部
を切断されるテロが発生。犯人は犯行画像をツイッ
ターで拡散

18日 菅総理大臣がベトナム及びインドネシアを訪問
（～21日）

19日 日・ペルー外相電話会談
日・カザフスタン外相電話会談
日・シンガポール外相電話会談
日・インドネシア外相電話会談

20日 日豪外相電話会談
茂木外務大臣が太平洋・島サミット中間閣僚会合
（テレビ会議形式）に出席
茂木外務大臣とドムブロウスキス欧州委員会上級副
委員長兼貿易担当欧州委員との電話会談

21日 日・ラオス外相電話会談
日・カンボジア外相電話会談
日・ブラジル外相電話会談

22日 日・タイ外相電話会談
23日 日英両国が日英EPAに署名 23日 リビアの「国民統一政府」と「リビア国軍」が恒久

的停戦合意に署名
イスラエルとスーダンが国交正常化に合意

24日 ホンジュラスが核兵器禁止条約を批准し、50番目
の締約国となったため、同条約の発効が決定（90
日後の2021年1月22日に発効）

26日 日本が2050年カーボン・ニュートラルの実現を目
指すと宣言

26日 セーシェル大統領選挙（10月）で選出されたラム
カラワン氏が大統領に就任

27日 菅総理大臣とグテーレス国連事務総長との電話会談
28日 日・トルコ首脳電話会談
29日 日・シンガポール首脳電話会談
30日 外務省が3月25日に発出した全世界一律の危険情

報レベル2を解除
外務省が感染症危険情報レベルを変更。2か国をレ
ベル3に引上げるとともに、9か国・地域をレベル
2に引下げ（計152か国・地域がレベル3、それ以
外の全世界はレベル2）

30日 トルコ西部（イズミル県）においてマグニチュード
6.6の地震が発生
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日本関係 国際関係
11月

3日 米国大統領・議会選挙。7日、民主党候補のバイデ
ン前副大統領が勝利宣言。トランプ大統領は選挙の
不正を訴え、接戦の州の結果を再集計や訴訟で争う
立場を維持

4日 エチオピア・ティグライ州において、連邦政府と
ティグライ州政府との間で武力衝突が発生

8日 ボリビア大統領選挙（10月）で選出されたアルセ
氏が大統領に就任

9日 ビスカラ・ペルー大統領が汚職疑惑を理由に罷免さ
れ、メリーノ国会議長が大統領に就任。これに抗議
する大規模デモが発生し、15日、メリーノ大統領
は辞任。17日、サガスティ氏が新大統領に就任
WHOの統計によると新型コロナの感染者数が世界
で5,000万人を超えた。

12日 菅総理大臣が日・ASEAN首脳会議（テレビ会議形
式）に出席
菅総理大臣とバイデン次期米国大統領との電話会談

12日 ベリーズ総選挙（11月）の結果、ブリセーニョ氏
が首相に就任
岩沢雄司国際司法裁判所（ICJ）裁判官が再選

13日 菅総理大臣が日・メコン首脳会議（テレビ会議形
式）に出席

14日 菅総理大臣がASEAN＋3（日中韓）首脳会議及び
東アジア首脳会議（EAS）（いずれもテレビ会議形
式）に出席

15日 菅総理大臣が東アジア地域包括的経済連携（RCEP）
首脳会議（テレビ会議形式）に出席

15日 日本を含む15か国が地域的な包括的経済連携（RCEP）
協定に署名

16日 日・EU外相電話会談
茂木外務大臣がAPEC閣僚会議（テレビ会議形式）
に出席

20日 菅総理大臣がAPEC首脳会議（テレビ会議形式）に
出席
日・ニュージーランド首脳電話会談
日・フィンランド外相電話会談
日・アフガニスタン外相電話会談

21日 菅総理大臣がG20リヤド・サミット（テレビ会議
形式）に出席（～22日）

22日 米国が偵察機による領空での相互監視活動を認めた
領空開放（オープンスカイ）条約から脱退

24日 茂木外務大臣がアフガニスタンに関するジュネーブ
会合（テレビ会議形式）に出席（ビデオ・メッセージ）

26日 菅総理大臣とムハンマド・サウジアラビア皇太子と
の電話会談
茂木外務大臣とボズクル国連総会議長との電話会談
日・ノルウェー外相電話会談

27日 日・スイス外相電話会談
日・アイルランド外相電話会談

12月
1日 第167回BIE（博覧会国際事務局）総会において大

阪・関西万博の登録申請が承認された。
2日 日・イスラエル首脳電話会談
4日 菅総理大臣が、国連新型コロナ特別総会の一般討論

セッションにビデオメッセージで参加
4日 WHOの統計によると新型コロナによる死亡者数が

世界で150万人を超えた。
6日 ベネズエラ国会議員選挙が実施され、グアイド暫定

大統領率いる主要野党は憲法に則った自由で公正な
選挙ではないと主張し参加せず、マドゥーロ政権側
与党が勝利した。
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日本関係 国際関係
7日 日・ニュージーランド外相電話会談

日・オランダ首脳電話会談
7日 日本が提出した核兵器廃絶決議が国連総会において

採択
8日 茂木外務大臣がチュニジア、モザンビーク、南アフ

リカ及びモーリシャスを訪問（～13日）
8日 英国で新型コロナのワクチン接種が開始。欧米で初

11日 イスラエルとモロッコが国交正常化に合意
リトアニア総選挙（10月）後の連立協議の結果、
シモニーテ氏が首相に就任

12日 菅総理大臣が気候野心サミットにビデオメッセージ
で参加

13日 ドラミニ・エスワティニ首相が死去
14日 日・フィリピン首脳電話会談 14日 WHOが、英国にて新型コロナウイルスの変異ウイ

ルスが確認されたと発表
米国大統領選挙・選挙人投票の結果、民主党候補の
バイデン前副大統領が過半数を獲得し、事実上当選
が確定

16日 日・ノルウェー首脳電話会談
17日 日米外相電話会談

20日 イスラエルで新型コロナのワクチン接種が開始。そ
の後接種率が世界1位となる。

21日 持続可能な開発目標（SDGs）推進本部会合の開催
茂木外務大臣とレシェトニコフ・ロシア経済発展相
との貿易経済に関する日露政府間委員会共同議長間
会合（テレビ会議形式）

22日 菅総理大臣とムハンマド・アブダビ皇太子との電話
会談

24日 モルドバ大統領選挙（11月）で選出されたサン
ドゥ元首相が大統領に就任

28日 日・エジプト外相電話会談
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