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1 在上海日本国総領事館
中国・上海及び周辺地域における対日世論調査及
び広報環境

中国語 可

2 在ホノルル日本国総領事館 政治・経済情勢の調査・分析 英語 可

3 在ハイチ日本国大使館 ハイチの政治・経済情勢 フランス語 可

4 在ロシア日本国大使館 ロシアの内政・外交 ロシア語 可

5 在ガボン日本国大使館
ガボン及び兼轄国における政治・経済情勢及び開
発協力

フランス語 可

6 在マリ日本国大使館 マリの経済・経済協力 フランス語 可

7
在ウィーン国際機関日本政府
代表部

包括的核実験禁止条約（CTBT) 英語 可

8 在デトロイト日本国総領事館
ミシガン、オハイオの日米文化、教育交流、広報及
び政治経済報道調査

英語 可

9 在カナダ日本国大使館 カナダの内政・外政に関する調査・研究 英語 不可

10 在エクアドル日本国大使館 エクアドルの政治・経済 スペイン語 可

11 在インド日本国大使館 インドの国内政治及び外交政策 英語 可

12 在青島日本国総領事館 山東省の経済情勢及び日本との経済交流 中国語 可

13 在マレーシア日本国大使館 マレーシアの政治情勢 英語 可

14 在オーストラリア日本国大使館 豪州の内政及び外交政策 英語 可

15
在エルサルバドル日本国大使
館

エルサルバドル政治経済及び中米情勢 スペイン語 可

16 在サンパウロ日本国総領事館
サンパウロ州を中心とするブラジルの政治・経済動
向

ポルトガル語 可

17 在英国日本国大使館 英国の対日論調の動向把握・分析及び対英広報 英語 不可

18 在ベラルーシ日本国大使館 ベラルーシ共和国の政治・経済・開発協力 ロシア語 可

19 在ヨルダン日本国大使館 ヨルダンの国内政治・外交等
英語又は
アラビア語

可

20 在ジブチ日本国大使館 ジブチの政治・経済情勢 フランス語 可

21 国際連合日本政府代表部 国連の予算・人事・機構（国連機構改革を含む） 英語 可

22
在ジュネーブ国際機関日本政
府代表部

多国間貿易枠組における開発問題を巡るＵＮＣＴＡ
Ｄ等の国際機関の動向

英語 可

23 軍縮会議日本政府代表部
核兵器等大量破壊兵器及び通常兵器の軍備管
理・軍縮

英語 可
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24 在ムンバイ日本国総領事館 インド西部における政治・経済情勢 英語 可

25
在中華人民共和国日本国大使
館

中国の経済関係 中国語 可

26
在レバノン日本国大使館内在
シリア大使館臨時事務所

シリアの政治・経済・社会動向
英語又は
アラビア語

可

27 在タイ日本国大使館
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

英語又は
タイ語

不可

28 在ネパール日本国大使館 ネパールの経済動向及び政治情勢 英語 可

29 在マレーシア日本国大使館
マレーシアの対日論調の調査・分析及びマレーシ
アにおける効果的な広報の在り方の調査と実践

英語 可

30 在ソロモン日本国大使館 ソロモン経済・経済協力 英語 可

31
在アメリカ合衆国日本国大使
館

議会、シンクタンク、民間企業を中心とした米国
（含、メリーランド州及びバージニア州）経済情勢に
関する動向

英語 不可

32 在ホンジュラス日本国大使館 ホンジュラスの政治・経済・社会情勢及び中米統合 スペイン語 可

33 在ギリシャ日本国大使館 ギリシャの政治・経済・社会・文化情勢
英語又は
ギリシャ語

可

34 在デンマーク日本国大使館
デンマークの政治社会情勢一般及びデンマーク外
交

英語 可

35
在トルクメニスタン日本国大使
館

トルクメニスタンの政治・経済情勢分析、経済協力
ロシア語又は

トルコ語
可

36
在ストラスブール日本国総領事
館

欧州機関（欧州評議会、欧州議会、欧州人権裁判
所）の活動内容

英語又は
フランス語

可

37
在ジュネーブ国際機関日本政
府代表部

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。環境
を中心とする分野横断的な事項（環境と防災、環境
と保健等）に係る取組。

英語 不可

38 在インドネシア日本国大使館
①日本文化の発信に向けた実態把握と事業実施
②日本語学習者及び日本への留学生の増大に向
けたニーズ調査

インドネシア語 可

39 在シカゴ日本国総領事館 米国中西部１０州における経済動向 英語 不可

40 在シカゴ日本国総領事館
米国中西部における対メディア及びグラスルーツの
広報戦略の策定・実施、人的交流・知的ネットワー
クの促進

英語 可

41 在バルセロナ日本国総領事館 我が国の対スペイン・パブリック・ディプロマシー スペイン語 可

42
在ハバロフスク日本国総領事
館

極東・東シベリア地域の政治経済情勢及び右地域
と我が国の関係

ロシア語 可

43 在マダガスカル日本国大使館
マダガスカル・コモロにおける政治・経済動向、広報
文化の一部

フランス語 可

44
在南アフリカ共和国日本国大
使館

南アフリカ及び兼轄国における経済情勢 英語 可

45
国際連合教育科学文化機関
(UNESCO)日本政府代表部

文化関連ユネスコ条約、文化遺産保護等に関する
国際協力、文化関連事業

英語又は
フランス語

可

46 在カンボジア日本国大使館
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

英語又は
フランス語

可

47 在モンゴル日本国大使館 文化交流全般及び対日動向 モンゴル語 可

48 在ケニア日本国大使館 ケニア、エリトリア及びソマリアの経済・経済協力 英語 可
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