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平成29年2月 1 在インドネシア大使館（政治） 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

68 在瀋陽総領事館 中国東北三省における経済 中国語 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 可

3 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

4 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

5 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

6 在ジュネーブ国際機関政府代表部（人権） 国際人権分野における我が国の貢献 英語 不可

平成29年3月 7 在中華人民共和国大使館（政治） 中国政治・社会 中国語 可

8 在ソロモン大使館 ソロモン経済・経済協力 英語 可

9 在ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ大使館 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

69 在フランス大使館（経済・社会政策） 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

10 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

11 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

12 在ﾅｯｼｭﾋﾞﾙ総領事館 米国南部の政治・経済情勢分析 英語 可

13 在ブルガリア大使館 ブルガリアの政治・経済情勢 英語 可

14 在チェンナイ総領事館 南インドの政治・広報文化 英語 可

15 在タイ大使館 タイ内政及び統治体制を巡る問題、国際社会におけるタイ外交
タイ語
又は英語

不可

16 在マレーシア大使館
在マレーシア日本大使館が実施する日・マレーシア外交関係樹立６０周年事業を含む広報文化
活動（含む教育、スポーツ、パブリックディプロマシー）に係るサポート業務

英語 不可

17 在ミクロネシア大使館
米国の財政支援（コンパクト）終了を見据えたミクロネシア連邦政府の経済政策と大使館の経済
協力

英語 可

18 在デンバー総領事館 米国山岳地域州における政治・経済動向 英語 可

19 在ドミニカ共和国大使館 ドミニカ共和国の政治・経済情勢及び対日経済関係促進関連情報 スペイン語 可

20 在ニカラグア大使館 ニカラグアの政治経済及びその他の中米諸国の政治経済 スペイン語 可

21 在サンパウロ総領事館 サンパウロ州を中心とするブラジルの政治・経済動向及び日系社会情勢 ポルトガル語 可

22 在ウズベキスタン大使館 ウズベキスタンの政治・経済及び社会情勢 ロシア語 可

23 在カザフスタン大使館 カザフスタンの経済情勢 ロシア語 可

24 在ギリシャ大使館 ギリシャ及びキプロスの政治・経済・社会・文化情勢
英語又は
ギリシャ語

可

25 在セルビア大使館 セルビア及びモンテネグロの政治・社会情勢
セルビア語
又は英語

可

26 在タジキスタン大使館 タジキスタンの政治・社会情勢及び広報文化
ﾀｼﾞｸ語

又はﾍﾟﾙｼｬ語
又はロシア語

可

27 在フランス大使館（アフリカ） アフリカ諸国の政治・経済動向 フランス語 不可

28 在ストラスブール総領事館 欧州機関（欧州評議会，欧州人権裁判所，欧州議会）の活動内容
フランス語
又は英語

可

29 在イラン大使館 イランの文化・宗教を巡る動向と今後の展望 ペルシャ語 可

30 在オマーン大使館 オマーン内政・外交，広報文化
アラビア語
又は英語

可

31 在カタール大使館 カタールの経済・社会・広報文化情勢
英語又は
アラビア語

可

32 在サウジアラビア大使館 サウジにおけるイスラム文化・社会システムの調査
英語又は
アラビア語

可

33 在イスタンブール総領事館 トルコ（当館管轄内）の政治・経済 トルコ語 可
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34 在インド大使館 インドの経済及び金融・財政・経済政策の動向 英語 不可

35 在米国大使館 米国における対日論調の分析と米国政府のメディア対応 英語 可

36 在シカゴ総領事館 メディア報道振り、対中西部広報戦略（メディア関係・文化交流含む）の策定・実施 英語 可

37 在デトロイト総領事館 ミシガン・オハイオの日米文化・教育・姉妹都市交流と広報，および政治経済報道調査（補助） 英語 可

38 在ガーナ大使館 ガーナ及び周辺国における経済動向並びに開発協力 英語 可

39 在南アフリカ大使館 南アフリカ及び兼轄国における経済情勢 英語 可

40 在カンボジア大使館 アンコール遺跡保存協力を含む文化協力、人物協力、日本語教育、広報
フランス語
又は英語

可

41 在大韓民国大使館 韓国の経済情勢 韓国語 可

42 在中華人民共和国大使館（経済） 中国経済 中国語 可

43 在中華人民共和国大使館（ﾏｸﾛ経済） 中国マクロ経済 中国語 可

44 在青島総領事館 山東省の経済情勢及び日本との経済交流 中国語 可

45 在フィリピン大使館 フィリピン内政・外交 英語 可

46 在ミャンマー大使館 ミャンマーにおける文化・人物交流の現状及び効果的な対ミャンマー文化・広報事業のあり方
英語又は
ミャンマー語

不可

47 在モンゴル大使館 文化交流全般及び対日動向 モンゴル語 可

48 在アイルランド大使館 アイルランド経済情勢（対日経済関係の促進を含む） 英語 可

49 在ノルウェー大使館 ノルウェー及びノルウェーを中心とする北欧諸国の政治・経済動向 英語 可

50 在フィンランド大使館
フィンランドの経済情勢及び経済・社会政策，フィンランドの対外経済関係（日本企業支援を含
む）

英語 可

51 在ルクセンブルク大使館 欧州統合におけるルクセンブルク経済
フランス語
又は英語

可

52 在サンクトペテルブルク総領事館 ロシア先進地域における政治・経済動向 ロシア語 可

53 在ジュネーブ国際機関政府代表部（環境） 環境関連条約を中心とする各種国際法の実施促進及び環境関連諸機関との連携に係る取組 英語 不可

54 在レバノン大使館 レバノンの社会経済状況及び効果的な経済開発協力の実施に向けた環境 英語 可

55 在アルジェリア大使館 アルジェリア経済・日アルジェリア経済関係 フランス語 可

56 在ケニア大使館 ケニア、エリトリア、セーシェル、ソマリアにおける経済社会開発と経済技術協力 英語 可

57 在インドネシア大使館（留学生調査） 留学生実態調査と日本語学習者増大に向けたニーズ調査 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語 不可

58 在上海総領事館 華東地域を中心とする中国経済 中国語 不可

59 在イタリア大使館 イタリア経済・社会情勢（環境問題等を含む）及び対ＥＵ政策 イタリア語 可

60 在英国大使館 日・英経済関係、英国経済及び英・EU経済関係 英語 不可

61 在ユジノサハリンスク総領事館 ロシア経済（サハリン石油・天然ガス開発・北海道との経済関係） ロシア語 可

62 在ウイーン国際機関政府代表部 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）における原子力の平和的利用（原子力科学・応用及び技術協力中心） 英語 可

63 在シアトル総領事館
管轄区域（ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州北部）における文化交流及び広報の在り方に関
する調査研究

英語 不可

64 在チリ大使館 チリの政治を主担当事項としつつ、経済情勢の一部を担当事項に含む スペイン語 不可

65 在アンゴラ大使館 アンゴラの政治経済情勢と経済開発の動向
ポルトガル語
又は英語

又はｽﾍﾟｲﾝ語

可

66 在コンゴ民主共和国大使館 コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国における経済・経済協力 フランス語 可

67 在チュニジア大使館 チュニジアの経済・開発協力 フランス語 可
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