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平成２８年１０月 1 在パキスタン大使館 パキスタンの経済情勢及び開発政策，対パキスタン経済協力に係るドナーの動向及び援助協調 英語 可

2 在カナダ大使館 カナダの内政・外政に関する調査・研究 英語 不可

3 在アルゼンチン大使館 アルゼンチンの政治・経済状況 スペイン語 可

4 在ウルグアイ大使館 地域経済統合（メルコスール等）及びウルグアイの政治経済状況 スペイン語 可

5 在エクアドル大使館 エクアドルの政治・経済 スペイン語 可

6 在スウェーデン大使館 スウェーデン外交を中心とする北欧情勢一般 英語 可

7 在ドイツ大使館 独経済 ドイツ語 可

8 在ハンブルク総領事館 国際法、特に海洋法に関する諸問題（国連海洋法裁判所の動向把握）、経済 英語 不可

9 在ハンガリー大使館 ハンガリーの政治・経済動向
英語又は
ﾊﾝｶﾞﾘｰ語

可

10 在リトアニア大使館 リトアニア政務（内政・外交） 英語 可

11 在ロシア大使館 ロシア経済情勢及び政府の経済政策，ロシアの対外経済関係（エネルギー情勢を含む） ロシア語 可

12 在ブルキナファソ大使館 政治・経済・開発協力・広報文化 フランス語 可

平成２８年１１月 13 在アメリカ合衆国大使館 米外交・内政に関する公開情報 英語 可

14 在ブラジル大使館 ブラジルの経済情勢 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 可

15 在ルーマニア大使館 ルーマニアの政治・経済及びルーマニア・EU関係 英語 可

平成２９年　１月 16 在シンガポール大使館 シンガポールの内外政及び東南アジアを中心とする地域情勢 英語 不可

17 在ベトナム大使館 内政を中心とするベトナムの政治状況 ベトナム語 可

18 在ラオス大使館 ラオス経済･社会開発状況及び日系企業を含む海外直接投資の動向 英語 不可

19 在ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ総領事館 北カリフォルニアの政治・経済情勢 英語 可

20 在ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ大使館 トリニダード・トバゴ及び兼轄国の政治・社会情勢，並びにカリコム外交政策 英語 可

21 在ペルー大使館 ペルーの政治（内政・外交）及び社会情勢 スペイン語 可

22 在ボリビア大使館 ボリビアの政治・経済情勢 スペイン語 可

23 在英国大使館 英国の対日論調の動向及び対英広報のあり方 英語 不可

24 在オランダ大使館 化学兵器禁止条約（CWC）の実施状況 英語 可

25 在スペイン大使館 スペインの政治情勢及び外交政策 スペイン語 可

26 在トルクメニスタン大使館 トルクメニスタンの政治・経済情勢及び経済協力 ロシア語 不可

27 在フランス大使館 フランスの広報環境 フランス語 不可

28 在ﾎﾞｽﾆｱ・ヘルツェゴビナ大使館 ボスニア・ヘルツェゴビナ政治情勢 英語 可

29 在ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ国際機関政府代表部 国際人権分野における我が国の貢献 英語 不可

30 在ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ国際機関政府代表部 世界貿易機関（ＷＴＯ）における紛争解決制度及び紛争案件等 英語 不可

31 在ガボン大使館 ガボン及び兼轄国における開発協力 フランス語 可

32 在スーダン大使館 スーダン政治・経済，対スーダン広報文化事業のあり方 英語 可

33 在ボツワナ大使館 ボツワナ経済の分析、ＳＡＤＣ域内経済とドナー国の援助動向のフォロー 英語 不可

平成２９年　２月 34 在インドネシア大使館 インドネシアにおける政治動向と展望 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語 不可

35 在カンボジア大使館 カンボジアの政治・社会情勢及びＡＳＥＡＮ情勢 英語 可

36 在ハイチ大使館 ハイチの政治・経済情勢及び我が国の対ハイチ協力のあり方 フランス語 可

37 在イスラエル大使館 中東和平及びイスラエル・パレスチナの政治・経済動向 英語 可

平成２９年　３月 38 在インド大使館 インドの国内政治及び外交政策 英語 可

39 在釜山総領事館 慶尚道地域における日韓交流の状況，対日世論と広報戦略 韓国語 不可

40 在フィリピン大使館 日比人物交流の実態と課題（比の教育事情、日本語教育環境及び就労環境との関連を含む） 英語 可

41 在オーストラリア大使館 豪州の内政及び外交政策 英語 可

42 在ソロモン大使館 ソロモン経済・経済協力 英語 可

43 在ニュージーランド大使館 ニュージーランド、クック諸島及びニウエの経済 英語 不可

44 在フランス大使館 フランスの経済・社会政策（マクロ経済、貿易・投資、環境、開発等） フランス語 不可

45 在ベラルーシ大使館 ベラルーシ共和国の政治・経済・開発協力 ロシア語 可

46 在ベルギー大使館 ベルギー政治経済及び日ベルギー関係 フランス語 不可

47 在ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ国際機関政府代表部 多国間貿易枠組における開発問題を巡るＵＮＣＴＡＤ等の国際機関の動向 英語 可

48 在ドバイ総領事館 ドバイ経済及び周辺地域との関係 英語 可

49 在ヨルダン大使館 ヨルダンの国内政治・外交等
英語又は
ｱﾗﾋﾞｱ語

可

50 在ベナン大使館 対ベナン経済・文化協力及びベナン内政・外交・経済・治安情勢に関する調査 フランス語 可

平成２９年　４月 51 在ナッシュビル総領事館 米国南部の政治・経済情勢分析 英語 可

52 国際民間航空機関(ICAO)政府代表部 国際航空分野の重要課題（安全，交通，保安，経済，環境）への対応 英語 可

53 在ミラノ総領事館 北イタリア経済の動向調査と企業活動を中心とした日・北イタリア経済関係促進 イタリア語 不可

54 在ブルガリア大使館 ブルガリアの政治・経済情勢 英語 可

55 在クウェート大使館 クウェート経済，日クウェート経済関係 英語 可

56 在レバノン大使館 シリアの政治・経済・社会動向
英語又は
ｱﾗﾋﾞｱ語

可

平成２８年１０月 57 在ギニア大使館 ギニアにおける経済協力全般，特にポスト・エボラ復興関連 フランス語 可
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