
世界・地域別　2020年政治・経済日程
2020.1.15

※通商関係は太字で記載

世　界 日　本 東アジア 北　米 欧　州 アジア大洋州 中東・アフリカ 中南米 ロシア・ＣＩＳ 通商関係
G20議長国：サウジアラビア

G7議長国：米国

G7議長国：米国 EU議長国：クロアチア（2020年上期）、ドイツ

（2020年下期）

ASEAN議長国：ベトナム

APEC議長国：マレーシア

G20議長国：サウジアラビア 独立国家共同体（CIS）議長国：ウズベキスタン

BRICS議長国：ロシア

1

月

・世界銀行、世界経済見通し改訂版発表（8

日）

・ADB総裁に浅川前財務官が就任（17日）

・第50回世界経済フォーラム年次総会　スイス・ダボ

ス（21日～24日）

・IMF、世界経済見通し改訂版発表（月内）

・日米貿易協定、日米デジタル貿易協定発効（1

日）

・日・モロッコ投資協定の署名（9日）

・日・モロッコ租税条約の署名（9日）

・安倍首相、中東3ヵ国訪問（11日～15日）

・防衛相、中東派遣を命令（11日）

・日・コートジボワール投資協定の署名（14日）

・阪神大震災から25年（17日）

・大学センター試験（18日、19日）※現行方式

による最後のセンター試験

・日米同盟締結から60周年（19日）

・日銀金融政策決定会合・展望リポート公表（21

日～22日）

・オーストラリア首相訪日  ⇒昨年末に発生した豪

森林火災により、延期

・台湾総統選挙（11日）

・香港アジア金融フォーラム（Asian Financial

Forum）（13日～14日）

・中国春節休暇（24日～30日）

・日米貿易協定、日米デジタル貿易協定発効（1

日）

・米国、第116議会第2会期開会（3日）

・米国、民主党の大統領選候補者討論会　アイオ

ワ州（14日）

・米中が貿易交渉「第1段階の合意」で署名式

米国・ワシントンＤ.Ｃ、（15日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（28日

～29日）

・USMCA(新NAFTA)発効（月内）

・米国上院、大統領弾劾の審議（月内）

・クロアチアがEU議長国に就任（1日）

・フランス、使い捨てのプラスチック製カップや皿を禁止

する法律が施行予定（1日）

・クロアチア大統領選（決選投票）（5日）

・英国議会下院、ＥＵ離脱関連法案可決（9

日）⇒31日に離脱へ

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（23日）

・英国MPC（金融政策委員会）結果公表（30

日）

・カーニーBOE（英中央銀行）総裁任期（31

日）

・米軍、イラン司令官殺害（3日）

・イラン、イラクにある米国軍事施設を攻撃。ウクライ

ナ民間機を誤射（8日）

・日・モロッコ投資協定の署名（9日）

・日・モロッコ租税条約の署名（9日）

・日・サウジアラビア首脳会談（12日）

・日・UAE首脳会談（13日）

・日・オマーン首脳会談（14日）

・日・コートジボワール投資協定の署名（14日）

・コモロ連合議会選挙（予定）

・ペルー国会議員選挙（26日） ・ウズベキスタン、約570品目の関税率引き上げ。

高級外車のゼロ関税は撤廃（1日）

・ウズベキスタン、生綿の輸出停止（1日）

・プーチン大統領、年次教書演説（15日）

・日米貿易協定、日米デジタル貿易協定発効（1

日）

・ウズベキスタン、約570品目の関税率引き上げ。

高級外車のゼロ関税は撤廃（1日）

・ウズベキスタン、生綿の輸出停止（1日）

・米中が貿易交渉「第1段階の合意」で署名式

米国・ワシントンＤ.Ｃ、（15日）

・USMCA(新NAFTA)発効（月内）

2

月

・第1回G20財務相・中央銀行総裁会合　サウジア

ラビア・リヤド（22日～23日）

・新天皇誕生日（23日） ・米国、党員集会 アイオワ州（3日）

・米国大統領一般教書演説（4日）

・米国、大統領予備選　ニューハンプシャー州（11

日）

・米国、民主党党員集会 ネバダ州（22日）

・米国、民主党大統領予備選挙　サウスカロライナ

州（29日）

・米国大統領予算教書、大統領経済報告書発表

（2月～3月）

・WTO知的所有権の貿易関連の側面に関する

（TRIPS）協定理事会　スイス・ジュネーブ（6

日～7日）

・ドイツ、ハンブルグ特別市議会選挙（23日）

・スロバキア議会選挙（26日）

 インド デリー首都圏議会選挙（月内） ・カメルーン国民議会選挙（9日）

・第33回アフリカ連合（AU）首脳会議　エチオピ

ア・アディスアベバ（9日～10日）

・ギニア国民議会選挙（16日予定）

・イラン国会選挙（21日）

・第1回G20財務相・中央銀行総裁会合　サウジア

ラビア・リヤド（22日～23日）

・ロシア中央銀行理事会（7日） ・WTO知的所有権の貿易関連の側面に関する

（TRIPS）協定理事会　スイス・ジュネーブ（6

日～7日）

3

月

・OPEC臨時総会　オーストリア・ウィーン（5日） ・日銀政策決定会合（18日～19日）

・JR山手線の新駅「高輪ゲートウェイ駅」が開業

（14日）

・羽田空港の国際線発着枠が拡大（29日）

・全人代開幕　中国・北京（5日～） ・米国、大統領予備選挙※スーパーチューズデー 14

州（アラバマ州、アーカンソー州、カリフォルニア州、コロ

ラド州、メーン州、マサチューセッツ州、ミネソタ州、ノース

カロライナ州、オクラホマ州、テネシー州、テキサス州、ユ

タ州、バーモント州、バージニア州）（3日）

・米国、民主党党員集会 米領サモア（3日）

・米国、共和党党員集会 ケンタッキー州（7日）

・米国、共和党大統領予備選挙 プエルトリコ（8日）

・米国、大統領予備選挙 5州（アイダホ州、ミシガン

州、ミシシッピ州、ミズーリ州、ワシントン州）（10日）

・米国、共和党党員集会 ハワイ州（10日）

・米国、民主党党員集会 ノースダコタ州（10日）

・米国、共和党党員集会 米領バージン諸島（12

日）

・米国、共和党大会 ワシントンDC、ワイオミング州

（13日）

・米国、共和党党員集会 グアム（14日）

・米国、民主党大会 北マリアナ諸島（14日）

・米国、民主党大統領予備選挙 アリゾナ州（17

日）

・米国、大統領予備選挙 3州（フロリダ州、イリノイ

州、オハイオ州）（17日）

・米国、共和党大会 北マリアナ諸島（17日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（17日～

18日）

・米国、共和党党員集会 米領サモア（24日）

・米国、大統領予備選挙 ジョージア州（24日）

・米国、2019年第4四半期および2019年年間GDP

発表（確定値）（26日）

・米国、民主党大統領予備選挙 プエルトリコ（29

日）

・WTO一般理事会　スイス・ジュネーブ（3日～4

日）

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（12日）

・欧州理事会（26日～27日）

・英国MPC（金融政策委員会）結果公表（26

日）

・欧州理事会（26日～27日）

・OPEC臨時総会　オーストリア・ウィーン（5日）

・イスラエル総選挙（2日） ・ウルグアイ新政権発足（1日） ・タジキスタン下院選挙（1日）

・ロシア中央銀行理事会（20日）

・タジキスタン上院選挙（27日）

・WTO一般理事会　スイス・ジュネーブ（3日～4

日）

4

月

・第2回G20財務相・央銀行総裁会会合　米国・

ワシントン（16日～17日）

・IMF・世界銀行春季総会　米国・ワシントン（17

日～19日）

・ASEAN首脳会議　ベトナム（月内）

・WTO、2019年の世界の貿易額発表（月内）

・IMF、世界経済見通し発表（月内）

・立皇嗣の礼（19日）

・日銀金融政策決定会合・展望リポート公表（27

日～28日）

・韓国議会選挙（韓国第21代国会議員選挙）

（15日）

・米国、共和党大会 ノースダコタ州（3日）

・米国、大統領予備選挙 ルイジアナ州（4日）

・米国、民主党大統領予備選挙 アラスカ州、ハワイ

州（4日）

・米国、大統領予備選挙 ウィスコンシン州（7日）

・IMF・世界銀行春季総会（17日～19日）

・第2回G20財務相・央銀行総裁会会合　米国・

ワシントン（16日～17日）

・米国、大統領予備選挙 6州（ニューヨーク州、コ

ネチカット州、デラウェア州、メリーランド州、ペンシル

バニア州、ロードアイランド州）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（28日

～29日）

・北マケドニア議会選挙（12日）

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（30日）

・ASEAN首脳会議　ベトナム（6日～9日） ・チャド国民議会選挙（月内）

・トーゴ大統領選挙（月内）

・ラマダン（4月24日頃～5月23日頃）

・ロシア中央銀行理事会（24日） ・WTO、2019年の世界の貿易額発表（月内）

5

月

・OECD閣僚会議　フランス・パリ（月内） ・中国労働節休暇（1日～5日） ・米国、民主党大統領予備選挙 カンザス州（2

日）

・米国、民主党党員集会 グアム（2日）

・米国、大統領予備選挙 インディアナ州（5日）

・米国、大統領予備選挙 2州（ネブラスカ州、ウェ

ストバージニア州）（12日）

・米国、民主党大統領予備選挙 ケンタッキー州

（19日）

・米国、大統領予備選挙 オレゴン州（19日）

・英国、地方議会選挙（7日）

・英国MPC（金融政策委員会）結果公表（7

日）

・WTO知的所有権の貿易関連の側面に関する

（TRIPS）協定理事会　スイス・ジュネーブ（14

日～15日）

・ポーランド大統領選挙（月内）

・OECD閣僚会議　フランス・パリ（月内）

・アフリカ開発銀行総会　コートジボワール・アビジャン

（25日～29日）

・マリ国民議会選挙（月内）

・エチオピア人民代表議会（下院）選挙（月内）

・WTO知的所有権の貿易関連の側面に関する

（TRIPS）協定理事会　スイス・ジュネーブ（14

日～15日）
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世　界 日　本 東アジア 北　米 欧　州 アジア大洋州 中東・アフリカ 中南米 ロシア・ＣＩＳ 通商関係

6

月

・世界銀行、世界経済見通し改訂版発表（9

日）

・G7首脳会議　米国・・キャンプデービッド（10日～

12日）

・OPEC総会　オーストリア・ウィーン（9日）

・日銀政策決定会合（15日～16日） ・米国、大統領予備選　4州（モンタナ州、ニュー

ジャージー州、ニューメキシコ州、サウスダコタ州）

（2日）

・米国、民主党党員集会 ワシントンD.C（6日）

・米国、民主党大統領予備選挙 ワシントンD.C

（16日）

・G7首脳会議　米国・キャンプデービッド（10日～

12日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（9日～

10日）

・OPEC総会　オーストリア・ウィーン（9日）

・欧州理事会（18日～19日）

・英国MPC（金融政策委員会）結果公表（18

日）

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会 ※オランダ

銀行主催の特別会議、開催地未定（4日）

・第28回フランス・アフリカ首脳会議　フランス・ボル

ドー（4日～6日）

・英国EU離脱移行期間延長決定期日（30日）

・イギリス連邦首脳会議　ルワンダ・キガリ（22日～

27日）

・サンクトペテルブルク国際経済フォーラム　ロシア・サ

ンクトペテルブルク（3日～6日）

・WTO第12回閣僚会議　カザフスタン・ヌルスルタ

ン（8日～11日）

・ロシア中央銀行理事会（19日）

・WTO第12回閣僚会議　カザフスタン・ヌルスルタ

ン（8日～11日）

7

月

・第3回G20財務相・中央銀行総裁会会合　サウ

ジアラビア・ジッダ（18日～19日）

・IMF、世界経済見通し改訂版発表（月内）

・東京都知事選挙（5日）

・日銀金融政策決定会合・展望リポート公表（21

日～22日）

・東京オリンピック（24日～8月9日）※当年に限

り、「海の日」は7月23日、「スポーツの日（「体育の

日」から名称変更）」は7月24日、「山の日」は8月

10日になる

・中国、北戴河会議（中国共産党幹部と長老が

集う密室会議）（7月下旬～8月半ば）

・米国、民主党全国大会　ウィスコンシン州・ミル

ウォーキー（13日～16日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（28日

～29日）

・ドイツがEU議長国に就任（1日）

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（16日）

・ブルンジ大統領選挙（月内）

・第3回G20財務相・中央銀行総裁会会合　サウ

ジアラビア・ジッダ（18日～19日）

・ブルンジ国民議会選挙（20日）

・ロシア中央銀行理事会（24日）

・第12回BRICS首脳会議　ロシア・サンクトペテルブ

ルク（月内）

・上海協力機構首脳会議　ロシア・サンクトペテルブ

ルク（月内）

8

月

・東京パラリンピック（25日～9月6日） ・米国、共和党全国大会　ノースカロライナ州・

シャーロット（24日～27日）

・英国MPC（金融政策委員会）結果公表（6

日）

9

月

・第75回国連総会一般討論　米国・ニューヨーク

（15日～30日）

・日銀政策決定会合（16日～17日） ・韓国通常国会開会（1日）

・香港立法議会選（月内）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（15日

～16日）

・第75回国連総会一般討論　米国・ニューヨーク

（15日～30日）

・米国、第1回大統領候補討論会 インディアナ州

（29日）

・米国、2021年度予算成立期限（30日）

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（10日）

・英国、労働党大会 リバプール（19日～23日）

・英国MPC（金融政策委員会）結果公表（17

日）

・ニュージーランド総選挙（9月19日～11月21日

ごろ）

・インドネシア地方首長選挙（270地域）（23

日）

・ヨルダン総選挙（月内） ・東方経済フォーラム　ロシア・ウラジオストク（2日～

5日）

・ロシア中央銀行理事会（18日）

1

0

月

・第4回G20財務相・中央銀行総裁会会合　米

国・ワシントン（15日～16日）

・IMF・世界銀行年次総会 米国・ワシントンDC

（16日～18日）

・IMF、世界経済見通し発表（月内）

・日銀金融政策決定会合・展望リポート公表（28

日～29日）

・中国国慶節休暇（1日～8日）

・中国五中全会（月内）

・米国、副大統領候補討論会 ユタ州（7日）

・米国、第2回大統領候補討論会 ミシガン州（15

日）

・IMF・世界銀行年次総会 米国・ワシントンDC

（16日～18日）

・第4回G20財務相・中央銀行総裁会会合　米

国・ワシントン（15日～16日）

・米国、第3回大統領候補討論会 テネシー州

（22日）

・英国、保守党大会　バーミンガム（4日～7日）

・WTO知的所有権の貿易関連の側面に関する

（TRIPS）協定理事会　スイス・ジュネーブ（13

日～14日）

・欧州理事会（15日～16日）

・第4回G20財務相・中央銀行総裁会会合　米

国・ワシントン（15日～16日）

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（29日）

・リトアニア議会選挙（月内）

・EU加盟国、欧州委員会に2021年度予算案提

出（月内）

・ドバイ国際博覧会（20日～2021年4月10日）

・コートジボワール大統領・国民議会選挙（31

日）

・ギニア大統領選挙（月内）

・第15回UNCTAD総会　バルバドス・ブリッジタウン

（18日～23日）

・キルギス議会選挙（4日）

・CIS首脳会議　ウズベキスタン・タシケント（16

日）

・ロシア中央銀行理事会（23日）

・WTO知的所有権の貿易関連の側面に関する

（TRIPS）協定理事会　スイス・ジュネーブ（13

日～14日）

1

1

月

・第26回国連気候変動枠組み条約締結国会議

（COP26）イギリス グラスゴー（９日～19日）

・APEC首脳会議　マレーシア・クアラルンプール

（12日）

・ G20財務相･中銀総裁会議　サウジアラビア・リヤ

ド（15日～16日）

・G20首脳会議　サウジアラビア・リヤド（21日～

22日）

・ASEAN首脳会議　ベトナム（月内）

・東アジア首脳会議　ベトナム（月内）

・第3回中国国際輸入博覧会　中国・上海（5日

～10日）

・米国大統領・連邦上下院選挙（3日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（4日～

5日）

・米国、パリ協定、撤回がなければ離脱完了（4

日）

・英国MPC（金融政策委員会）結果公表（5

日）

・第26回国連気候変動枠組み条約締結国会議

（COP26）イギリス グラスゴー（９日～19日）

・スイス国民議会議長、全州議会議長選挙（30

日）

・APEC首脳会議　マレーシア・クアラルンプール

（12日）

・ASEAN首脳会議　ベトナム（月内）

・東アジア首脳会議　ベトナム（月内）

・ G20財務相･中銀総裁会議　サウジアラビア・リヤ

ド（15日～16日）

・G20首脳会議　サウジアラビア・リヤド（21日～

22日）

・ブルキナファソ大統領・国民議会選挙（月内）

・クウェート総選挙（予定）

・アフリカ国際フォーラム「Africa 2020」　エジプト・カ

イロ（予定）

・コロンビア国際モーターショー（4日～16日） ・アゼルバイジャン議会選挙（1日）

・ジョージア議会選挙（月内）

・タジキスタン大統領選挙（月内）

・第3回中国国際輸入博覧会　中国・上海（5日

～10日）

1

2

月

・OPEC総会　オーストリア・ウィーン（月内） ・日銀政策決定会合（17日～18日） ・中国中央経済工作会議（上旬） ・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（15日

～16日）

・スイス連邦大統領、連邦副大統領選挙（9日）

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（10日）

・欧州理事会（10日～11日）

・英国MPC（金融政策委員会）結果公表（17

日）

・クロアチア総選挙実施期限（23日）

・英国EU離脱移行期間期限（31日）

・OPEC総会　オーストリア・ウィーン（月内）

・ガーナ大統領・国民議会選挙（7日）

・中央アフリカ大統領選挙（27日）

・ニジェール大統領・国民議会選挙（27日）

2020年中 選挙（予定）

・チャド国民議会選挙

・エジプト代表議会選挙

・タンザニア国民議会選挙

・スーダン国民議会選挙

・セーシェル大統領選挙

・ロシア中央銀行理事会（18日）
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※通商関係は太字で記載

世　界 日　本 東アジア 北　米 欧　州 アジア大洋州 中東・アフリカ 中南米 ロシア・ＣＩＳ 通商関係
G20議長国：日本

G7議長国：フランス

Ｇ20議長国：日本 EU議長国：ルーマニア（2019年上期）、フィンラ

ンド（2019年下期）

G7議長国：フランス

ASEAN議長国：タイ

APEC議長国：チリ

独立国家共同体（CIS）議長国：トルクメニスタ

ン

1

月

・世界銀行、世界経済見通し改訂版発表（9

日）

・IMF、世界経済見通し改訂版発表（21日）

・第49回世界経済フォーラム年次総会　スイス・ダボ

ス（22日～25日）

・国際観光旅客税（出国税）導入（7日）

・安倍首相がオランダ、英国を訪問（9日～11

日）

・日・エクアドル租税条約の署名（16日）

・環太平洋経済連携協定（TPP)主席交渉官会

合　東京（18日）

・環太平洋経済連携協定（TPP)委員会第1回

会合　東京（19日）

・安倍首相がロシア及びスイスを訪問（21日~24

日）

・日銀金融政策決定会合・展望リポート公表（22

日～23日）

・通常国会開会、安倍首相施政方針演説（28

日）

・日・フィンランド社会保障協定（仮称）交渉、実

質合意（31日）

・2019年度予算審議（1月～3月）

・米中次官級貿易協議　中国（7日～8日）

・金正恩委員長の誕生日（8日）

・米中貿易協議のため中国・劉首相が訪米（30

日~31日）

・米国、第116議会第1会期開会（3日）

・日米欧通商閣僚会合　米国・ワシントン（9日）

・トランプ米大統領就任二周年（20日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（29日

～30日）

・米中の閣僚級貿易会議　米国・ワシントン（30

～31日）

・欧州連合におけるユーロ導入から20周年（1日）

・フランス、デジタル課税導入（1日）

・ルーマニアがEU議長国に就任（1日）

・日蘭首脳会談　オランダ（9日）

・日英首脳会談　イギリス（10日）

・英国下院EU離脱協定案議決　⇒否決（15

日）

・英国、EU離脱協定の代替案を提示（21日）

・第49回世界経済フォーラム年次総会　スイス・ダボ

ス（22日～25日）

・英議会、EU離脱の代替案と議員修正案を採決

⇒可決（29日）

・カタール、OPEC脱退（1日） ・ブラジル、ボウソナロ大統領就任（1日）

・日・エクアドル租税条約の署名（16日）

・ロシア、付加価値税（VAT）率を18％から20％

へ引き上げ（1日）

・日露首脳会談　ロシア・モスクワ（22日）

・米中次官級貿易協議　中国（7日～8日）

・日米欧通商閣僚会合　米国・ワシントン（9日）

・環太平洋経済連携協定（TPP)主席交渉官会

合　東京（18日）

・環太平洋経済連携協定（TPP)委員会第1回

会合　東京（19日）

・米中の閣僚級貿易会議　米国・ワシントン（30

～31日）

2

月

・日EU経済連携協定（EPA）発行（1日）

・日独首脳会談（4日）

・日・モロッコ租税条約交渉第1回会合（4日）

・日・トルコEPA交渉第13回会合（12～15日）

・米軍普天間基地の辺野古移設の賛否を問う沖

縄県民投票（24日）

・中国春節休暇（4日～10日）

・米中の閣僚級貿易会議　中国・北京（14～15

日）

・故金正日総書記生誕76年（16日）

・米国大統領一般教書演説（5日）

・連邦政府つなぎ予算期限（15日)

・米商務省が自動車と自動車部品に対する輸入

制限措置に関する報告書を大統領に提出⇒トラン

プ大統領は９０日以内に、高関税など輸入制限

措置発動の是非を判断（17日）

・日EU経済連携協定（EPA）発行（1日）

・英国、EU離脱をめぐる政府方針を提出　⇒否決

（14日）

・第25回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　インドネシア・バリ（19～

28日）

・第２回米朝首脳会談　ベトナム・ハノイ（27～

28日）

・第32回アフリカ連合（AU）年次総会　エチオピ

ア・アディスアベバ　（10～11日）⇒議長国、エジ

プトに交代

・ナイジェリア大統領･議会選挙（16日）

・EU・アラブ連盟首脳会議　エジプト・カイロ（24～

25日）

・日・アゼルバイジャン投資協定交渉第1回会合　ア

ゼルバイジャン（1日、4日～5日）

・ロシア、トルコ、イラン、シリア情勢で首脳会議　ロシ

ア・ソチ（14日）

・ロシア、プーチン大統領が年次教書演説　モスクワ

（20日）

・日EU経済連携協定（EPA）発行（1日）

・米中の閣僚級貿易会議　中国・北京（14～15

日）

3

月

・OECD世界経済見通し（7日）

・B20 Tokyo Summit　東京・経団連会館（14

日～15日）

・B20 Tokyo Summit　東京・経団連会館（14

日～15日）

・日銀政策決定会合（14日～15日）

・APEC質の高いインフラ・ハイレベル会議（14～15

日）

・日・チュニジア租税条約交渉 東京（25日）

・2019年度予算案成立（27日）

・韓国の３・１独立運動100周年（1日）

・米中貿易協議交渉期限（1日）

・経団連指針に基づく就職活動で企業の広報活動

解禁（1日）

・第13期全国人民代表大会第2回全体会議開幕

中国・北京（5日～15日）

・閣僚級の米中貿易協議　北京（28日、29日）

・米国による梅雨語句に対する債務上限引き上げ

猶予期限（1日）

・米中貿易協議交渉期限（1日）

・APECビジネス諮問委員会（ABAC）会合　米

国・アトランタ（1日～4日）

・米国大統領、予算教書発発表（12日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（19日

～20日）

・ 米イスラエル首脳会談　米国・ワシントン（25日、

26日）

・USTR外国貿易障壁報告書発表（29日）

・英国・EU離脱案見直しで合意 （12日）

・英国、EU離脱協定修正案を下院採決（12

日）⇒否決

・英国、合意なきEU離脱の是非を問う下院採決

（13日）⇒「合意なき離脱」回避を可決

・英国、EU離脱延期を下院採決（14日）⇒3月

29日の離脱期限を6月末まで延期を採択、EUに

要請

・EU首脳会議　ベルギー・ブリュッセル（21日～22

日）

※EU離脱の延期を協議（21日）⇒英国のEU離

脱時期の延期で合意。ただし29日に迫った英国の

EU離脱時期の延期で合意

・英国、離脱延期を正式決定。英首相、離脱案可

決なら辞任を表明（27日）

・英国、「離脱協定案」を採決⇒反対多数で否決。

（29日）

・第7回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

中間閣僚会合　カンボジア（２日）

・タイ総選挙（24日）⇒5月8日に公表

・トルコ統一地方選挙（31日）

⇒首都（アンカラ）で野党の勝利

・ウクライナ大統領選挙（31日）

⇒タレント候補のボロディミル・ゼレンスキー氏が得票

率でトップに

・米中貿易協議交渉期限（1日）

・第7回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

中間閣僚会合　カンボジア（２日）

・閣僚級の米中貿易協議　北京（28日、29日）

・USTR外国貿易障壁報告書発表（29日）

4

月

・国連貿易開発会議（UNCTAD）eコマース週

間　ジュネーブ（1日~5日）

・WTO、2018年の世界の貿易額発表（2日）

・IMF、世界経済見通し発表（9日）

・G20財務大臣・中央銀行総裁会議　米国・ワシ

ントン（11日~12日）

・IMF・世銀春季総会　米国・ワシントン（12日～

14日）

・OPEC定例総会　ウィーン（17日）

・新元号決定・公表　⇒　「令和」に

・働き方改革関連法が順次施行（産業時間の罰

則付き上限規制の適用など）（1日）

・改正出入国管理法が施行（外国人労働者の受

け入れ拡大）（1日）

・日・ウルグアイ租税条約交渉　東京（9日）

・第15回日中韓自由貿易協定交渉会合（9日～

12日）　⇒次回会合は，韓国で開催

・総務省が大手携帯会社に次世代通信方式「５

G」の電波割り当て（10日）

・日EU経済連携協定第1回合同委員会　東京

（10日）

・第19回統一地方選挙（7日,21日）※日本に

おいて18歳、19歳が投票可能な最初の統一地方

選挙

・日・スウェーデン社会保障協定の署名（12日）

・日・ウルグアイ租税条約の実質合意（19日）

・安倍首相、米欧6カ国を訪問（22日～29日）

・日銀金融政策決定会合・展望リポート公表（24

日～25日）

・天皇陛下退位（30日）

・「日中ハイレベル経済対話」開催　北京（14

日）

⇒動物衛生及び検疫協定の実質合意。日中社

会保障協定の早期発効に向けた連携等につき、認

識を共有

・中国最大の貿易見本市「広州交易会」開幕

（15日~5月5日）

・第2回「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラム

北京（25日~27日）

・米中閣僚貿易協議　米国・ワシントン（3日）

・USTR、EUのエアバス補助金に対する制裁関税

を検討し、対象とするEU製品の選定を行うと発

表。また追加関税賦課の対象候補となる暫定品

目リストを公表し、リストに関するパブリックコメント

の受け付けと公聴会の開催も発表（8日）

・米・エジプト首脳会談　米国・ワシントン（9日）

・米韓首脳会談　米国・ワシントン（10日）

・IMF・世銀春季総会　米国・ワシントン（12日～

14日）

・日米通商交渉、物品貿易協定（TAG）交渉開

始　ワシントン（15日~16日）

・日米首脳会談　米国・ワシントン（26日）

・日カナダ首脳会談　カナダ（27日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（30日

～5月1日）

・EU・中国首脳会談　ブリュッセル（9日）

・EU、英離脱でEU臨時首脳会談（10日）

⇒英国EU離脱、10月31日に再延期

・EU欧州委員会、ボーイングへの米政府の補助金

支給に対し、200億ユーロ(約2.5兆円)規模の米

国産品への報復関税を検討（12日）

・日・スウェーデン社会保障協定の署名（12日）

・フィンランド総選挙（14日）

⇒中道左派が勝利

・OPEC定例総会　ウィーン（17日）

・日仏首脳会談　パリ（23日）

・日伊首脳会談　イタリア（24日）

・日EU定期首脳会談　ベルギー・ブリュッセル（25

日）

・日東欧四カ国首脳会談　スロバキア（25日）

※東欧四カ国 ⇒ スロバキア、ポーランド、チェコ、ハ

ンガリー

・スペイン総選挙（28日）

⇒与党・社会労働党が勝利するも、過半数届か

ず。

・第29回ベトナム国際貿易展（The 29

Vietnam International Trade Fair)　ベトナ

ム・ホーチミン（10日~13日）

・インドネシア大統領・議会選挙（17日）⇒ジョコ

氏、再選

・インド下院総選挙（11日～5月19日）

⇒モディ首相率いる与党インド人民党（BJP）が大

勝

・アルジェリア大統領、辞職（2日）

・日・トルコ経済連携協定交渉第14回会合　トル

コ・アンカラ（2日～5日）

・イスラエル総選挙（9日）⇒右派与党が第1党に

・アルジェリア、アブデルカデル氏を暫定大統領に任

命（9日）　→3カ月以内に大統領選を実施

・エジプト、憲法改正案の是非を問う国民投票

（22日）　⇒2030年まで最長16年間の在職が

可能に

・日・ウルグアイ租税条約の実質合意（19日）

・ウクライナ大統領選 決戦投票（21日）

⇒新人のタレント候補（ウォロディミル・ゼレンスキー

氏）が勝利

・露朝首脳会談　ウラジオストク（25日）

・米中貿易戦争　米国・ワシントン（3日）

・国連貿易開発会議（UNCTAD）eコマース週

間　ジュネーブ（1日~5日）

・USTR、EUのエアバス補助金に対する制裁関税

を検討し、対象とするEU製品の選定を行うと発表

（8日）

⇒追加関税賦課の対象候補となる暫定品目リス

トを公表し、リストに関するパブリックコメントの受

け付けと公聴会の開催も発表

＜パブコメ期間と公聴会の詳細＞

・EU欧州委員会、ボーイングへの米政府の補助金

支給に対し、200億ユーロ(約2.5兆円)規模の米

国産品への報復関税を検討（12日）

・「日中ハイレベル経済対話」開催　北京（14

日）

⇒動物衛生及び検疫協定の実質合意。日中社

会保障協定の早期発効に向けた連携等につき、

認識を共有

5

月

・国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC)

総会　京都（8日～12日）

・APEC貿易担当相会合　チリ・バルパライソ（17

日～18日）

・OECD世界経済見通し発表（21日）

・OECD閣僚会議　フランス・パリ（22日~23日）

・新天皇陛下即位・改元（1日）

・国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC)

総会　京都（8日～12日）

・日・ギリシャ租税条約交渉　東京（8日）

・令和元年度中東アフリカ大使会議（14日～17

日）

・G20農業相会合　新潟（11日～12日）

・トランプ米国大統領、訪日（25日～28日）

・天皇陛下が令和初の国賓としてトランプ大統領と

会見（27日）

・日米首脳会談　東京（27日）

・中国の5・4運動100周年 ・イラン産原油輸入禁止の適用除外撤廃（2

日）

・米中閣僚級貿易協議　ワシントン（9日～10

日）

・米国、2000億ドル相当の中国からの輸入品へ

の関税率を10%から25％に引き上げ（10日）

・トランプ大統領による輸入車関税導入の判断期

限（17日）⇒自動車への追加関税を巡る判断

を最大180日先延ばしすると発表

・米国、対カナダ・メキシコ鉄鋼関税撤廃（17

日）

・英国、地方議会選挙（2日）⇒二大政党、大敗

・リトアニア大統領選挙（12日）⇒元財務相と経

済専門家が決戦投票へ

・OECD閣僚会議　フランス・パリ（22日~23日）

・欧州議会選挙（23日～26日） ⇒戦後欧州の

安定を支えてきた中道右派と中道左派の二大勢力

が初めて過半数を割り込む。代わりに極右などEU懐

疑派の他、親EUのリべラル会派や環境政党が議席

を大きく伸ばした。

・ベルギー総選挙（26日）⇒分離独立派が第１

党維持

・EU臨時首脳会議　ベルギー・ブリュッセル（28

日）

・第52回アジア開発銀行（ADB)年次総会　フィ

ジー（3日～5日）

・タイ、下院総選挙結果公表（8日）⇒反軍事政

権のタクシン元首相派のタイ貢献党が第１党、親

軍政の国民国家の力党が第２党になった。

・フィリピン中間選挙（13日）⇒ドゥテルテ支持派

圧勝

・オーストラリア総選挙（18日）⇒与党・保守連合

（自由党と国民党）が勝利

・南アフリカ大統領･議会選挙（8日）⇒与党ANC

が過半数超確保

・ラマダン（5月上旬～6月上旬）

・パナマ大統領選挙（5日）⇒野党、民主革命党

（PRD）候補が当選

・ユーラシア経済連合（EEU）首脳会議（29

日）

・CIS政府首脳会議　トルクメニスタン・アシガバード

（31日）

・イラン産原油輸入禁止の適用除外撤廃（2

日）

・米中閣僚級貿易協議　ワシントン（8日）

・米国、2000億ドル相当の中国からの輸入品へ

の関税率を10%から25％に引き上げ（10日）

・トランプ大統領による輸入車関税導入の判断期

限（17日）⇒自動車への追加関税を巡る判断

を最大180日先延ばしすると発表

・米国、対カナダ・メキシコ鉄鋼関税撤廃（17

日）

本資料に関してご留意頂きたい事項

■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。



世　界 日　本 東アジア 北　米 欧　州 アジア大洋州 中東・アフリカ 中南米 ロシア・ＣＩＳ 通商関係

6

月

・世界銀行、世界経済見通し発表（4日）

・G20財務大臣・中央銀行総裁会議　福岡（8日

～9日）

・G20貿易・デジタル経済大臣会合　つくば（8日

～9日）

・第34回ASEAN首脳会議　タイ（22日～23

日）

・G20首脳会議　大阪（28日～29日）

・経団連指針に基づく就職活動で企業の選考活動

解禁（1日）

・G20財務大臣・中央銀行総裁会議　福岡（8日

～9日）

・G20貿易・デジタル経済大臣会合　つくば（8日

～9日）

・安倍首相イラン訪問（12日～14日）

・日・トルコEPA交渉第15回会合　東京（17日～

21日）

・日銀政策決定会合（19日～20日）

・経済財政運営の基本方針（骨太の方針）と成

長戦略を閣議決定（21日）

・通常国会会期末（26日）

・日仏首脳会談（26日）

・日中首脳会談　大阪（27日）

・日米首脳会談　大阪（28日）

・日・アルゼンチン租税条約の署名（28日）

・G20首脳会議　大阪（28日～29日）

・日露首脳会談　大阪（29日）

・日本、IWC脱退（30日）⇒7月から商業捕鯨

再開

・中国、対米報復関税第3弾（600億米ﾄﾞﾙ相当

の税率引き上げ）（1日）

・天安門事件から30年（4日）

・上海協力機構（SCO）首脳会議　キルギス

（13日～14日）

・日米貿易交渉の実務者会合　米国・ワシントン

（11日～12日）

・日米貿易協議　米国・ワシントン（13日）

・USTR、対中制裁第４弾で産業界から意見を聞

く公聴会（17日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（18日

～19日）

・トランプ大統領、英国訪問（3日~5日）

・デンマーク議会選挙（5日）⇒中道左派陣営が

勝利　政権交代へ

・トランプ大統領、フランス訪問（6日）

・英国メイ首相辞任（7日）

・英国、保守党党首選挙[議員投票]（13日～

20日）⇒7月22日の週に決定

・EU首脳会議　ベルギー・ブリュッセル（20日～21

日）

・国連貿易開発会議貿易開発理事会第66回会

合　スイス・ジュネーブ（24日～28日）

・第34回ASEAN首脳会議　タイ（22日～23

日）

・第8回日フィリピン経済協力インフラ合同委員会会

合　フィリピン・クラーク（18日）

・第26回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　オーストラリア・メルボルン

（22日～7月3日）

・ 第7回アフリカ開発会議（TICAD7）高級実務

者会合（SOM）の開催　エチオピア・アフリカ連合

本部（10日～11日）

・アフリカ開発銀行（AfDB）総会　赤道ギニア・マ

ラオ（11日～14日）

・ホルムズ海峡、タンカー攻撃（13日）

・日・ナイジェリア租税条約交渉　ナイジェリア・アブ

ジャ（19日）

・メルコスール首脳会合　アルゼンチン（16日）

・APEC貿易担当相会合　チリ・バルパライソ（17

日～18日）

・米州機構首脳会合　コロンビア・メデジン（26日

～28日）

・日・アルゼンチン租税条約の署名（28日）

・黒海経済協力機構（BSEC）外相会議　ブルガ

リア・ソフィア（28日）

・中国、対米報復関税第3弾（600億米ﾄﾞﾙ相

当） の税率引き上げ（1日）

・G20貿易・デジタル経済大臣会合　日本・つくば

（8日～9日）

・日米貿易交渉の実務者会合　米国・ワシントン

（11日～12日）

・日米貿易協議　米国・ワシントン（13日）

・USTR、対中制裁第４弾で産業界から意見を聞

く公聴会（17日）

・APEC貿易担当相会合　チリ・バルパライソ（17

日～18日）

・第26回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　オーストラリア・メルボルン

（22日～7月3日）

・国連貿易開発会議貿易開発理事会第66回会

合　スイス・ジュネーブ（24日～28日）

7

月

・OPEC総会　オーストリア・ウィーン（1日）

・世界経済フォーラム主催、夏季ダボス会議　中国・

大連（1日～3日）

・IMF、世界経済見通し改訂版発表（23日）

・韓国への半導体材料の輸出規制強化を公表

（1日）

・日・スロバキア社会保障協定発効（1日）

・対韓国、輸出規制措置発動（4日）

・第25回参議院議員通常選挙（21日）⇒参院

選、与党が改選過半数　改憲勢力は3分の2割れ

・東京オリンピック開幕まで1年（24日）

・日銀金融政策決定会合・展望リポート公表（29

日～30日）

・参議院議員任期満了（28日）

・日・アンゴラ投資協定交渉第4回会合（31日）

・世界経済フォーラム主催、夏季ダボス会議　中国・

大連（1日～3日）

・第27回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　中国・鄭州（22日～31

日）

・朝鮮戦争休戦協定締結66周年（27日）

・米中閣僚級貿易協議　上海（30日～31日）

・米国、独立記念日（4日）

・トランプ大統領とカタール・タミーム首長と会談　米

国・ワシントン（9日）

・米・グアテマラ首脳会談　米国・ワシントン（15日

⇒延期）

・米・パキスタン首脳会談　米国・ワシントン（22

日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（30日

～31日）

・フィンランド、EU議長国に就任（1日）

・日・スロバキア社会保障協定発効（1日）

・OPEC総会　オーストリア・ウィーン（1日）

・ギリシャ総選挙（7日）⇒中道右派が勝利

・EU・ウクライナ首脳会談　キエフ（8日）

・英国、 保守党党首選結果判明（23日）⇒ボリ

ス・ジョンソン前外相、イギリスの次期首相に決定

・日・アンゴラ投資協定交渉第4回会合（31日） ・太平洋同盟首脳会合　ペルー（1日～6日）

・グアテマラ大統領選挙（11日）⇒8月11日決選

投票

・ウクライナ議会選挙（21日）⇒大統領新党が4

割超得票　第1党に

・韓国への半導体材料の輸出規制強化を公表

（1日）

・対韓国、輸出規制措置発動（4日）

・第27回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　中国・鄭州（22～31

日）

8

月

・G7首脳会議　フランス（24日～26日）

・第7回アフリカ開発会議（TICADⅦ)　横浜（28

日～30日）

・韓国向け輸出管理の厳格化を閣議決定（2

日）

・日米防衛相会談（7日）

・第7回アフリカ開発会議（TICADⅦ） 横浜

（28日~30日）

・東京パラリンピック開幕まで1年（25日）

・韓国に対する輸出管理の優遇除外措置発動

（28日）

・ジェトロ主催「日本・アフリカビジネスEXPO」

（TICAD7公式サイドイベント）　横浜（28日～

30日）

・ジェトロ主催「日本・アフリカビジネスフォーラム」

（TICAD7公式サイドイベント）　横浜（29日～

30日）

・日・米租税条約改正議定書発効（30日）

・第8回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

中間閣僚会合　北京（2日～３日）

・中国北戴河会議（党幹部と長老の密室会議）

（8月上旬）

・米韓合同軍事演習（5日～20日）

・韓国、光復節（15日）

・中国全人代常務委員会第12回会議　北京

（22日～26日）

・韓国、GSOMIA破棄（23日）

・北朝鮮最高人民会議（29日）

・米露の中距離核戦力（INF）全廃条約失効

（2日）

・米国防権限法に基づき政府機関のファーウェイなど

の部品調達禁止（13日）

・日米貿易協議　米国・ワシントン（21日～22

日）

・ジャクソンホール会議 ※テーマ「金融政策における

課題」（22日～24日）

・米国、宇宙軍発足（29日）

・トランプ大統領、ポーランド訪問（31日）

・ECB経済報告（8日）

・仏露首脳会談　フランス・ブレガンソン城塞（19

日）

・G7首脳会議　フランス・ビアリッツ（24日～26

日）

・ASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚会議　タイ・

バンコク（２日）

・日・トルコ経済連携協定交渉第16回会合　トル

コ・アンカラ（6日～9日）

・グアテマラ大統領選決選投票（11日）⇒右派の

野党候補が当選

・APEC閣僚会合　チリ・プエルトバラス（15日～30

日）

・米露の中距離核戦力（INF）全廃条約失効

（2日）

・第1回カスピ海経済フォーラム　トルクメニスタン・ア

ワザ（12日）

・韓国向け輸出管理の厳格化を閣議決定（2

日）

・第8回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

中間閣僚会合　北京（2日～３日）

・日米貿易協議　米国・ワシントン（21日～22

日）

・韓国に対する輸出管理の優遇除外措置発動

（28日）

9

月

・第74回国連総会　米国・ニューヨーク（17日～

30日）

・日中社会保障協定発効（1日）

・日・クロアチア租税協定発効（5日）

・日・ペルー租税条約の実質合意（6日）

・持続可能な開発目標（SDGs）推進円卓会議

（第8回会合）の開催（9日）

・日・ウズベキスタン租税条約交渉　東京（10日）

・日・ウルグアイ租税条約署名（13日）

・日銀政策決定会合（18日～19日）

・ラグビー・ワールドカップ日本大会（20日～11月2

日）

・日・フィンランド社会保障協定署名（23日）

・日・トルコ経済連携協定交渉第 17回会合（30

日~10月4日）

・中国、原油や大豆などの米国製品に5～10%の

追加関税を発動（1日）

・日中社会保障協定発効（1日）

・韓国通常国会開会（1日）

・中国、抗日戦争勝利記念日（3日）

・北朝鮮、建国記念日（9日）

・一帯一路サミット（Belt and Road Summit）

香港（11日～12日）

・中国、中秋節（休日）（13日）

・中国全人代常務委員会第12回会議　北京

（22日～26日）

・日韓経済人会議　韓国・ソウル（24日～25日）

・日中国交樹立47周年（29日）

・独のポーランド侵攻80年式典　ポーランド・ワルシャ

ワ（1日）

・米国、対中制裁関税第4弾（税率15%、約

1100億ドル分）発動（1日）

・経団連が訪米ミッション（16日~19日）

・第74回国連総会　米国・ニューヨーク（17日～

30日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（17日

～18日）

・米中次官級通商協議 米国・ワシントン（19日

～20日）

・日米貿易協議 閣僚級会談　米国・ニューヨーク

（23日）

・日米首脳会談　米国・ニューヨーク（25日）

・2020年度予算成立期限（30日）

・英国、議会再開（3日）

・英国、EU離脱延期法が成立 下院議長、辞任表

明（9日）

・英国下院、 ジョンソン首相提案の総選挙前倒し

動議を否決（10日）

・英国議会休会（9月9日の週～10月13日）

・国連の気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）総会　モナコ（20日~23日）

・日・フィンランド社会保障協定署名（23日）

・英国、下院再開（25日）

・オーストリア議会総選挙（29日）⇒クルツ前首相

の国民党が勝利

・第7回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

閣僚会合　タイ・バンコク（8日）

・第28回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　ベトナム・ダナン（19日～

27日）

・オマーン、付加価値税（VAT）導入（1日）

・日本・アラブ経済フォーラム　エジプト・カイロ（9

日）

・西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）臨時

首脳会議　ブルキナファソ・ワガドゥグゥ（14日）

・チュニジア大統領選挙（15日）⇒10月13日、

第2回投票へ。

・イスラエル大統領総選挙（再選挙）（17日）

⇒ネタニヤフ氏は過半数割れへ

・日・ペルー租税条約の実質合意（6日）

・日・ウルグアイ租税条約署名（13日）

・東方経済フォーラム　ロシア・ウラジオストク（4日～

6日）

・ロシア、イラン、トルコがシリア内戦を巡り首脳会議

トルコ・アンカラ（16日）

・米国、対中制裁関税第4弾（税率15%）発動

（1日）

・中国、対米報復関税発動（1日）

・第7回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

閣僚会合　タイ・バンコク（8日）

・米中次官級通商協議 米国・ワシントン（19日

～20日）

・第28回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　ベトナム・ダナン（19日～

27日）

・日米貿易協議 閣僚級会談　米国・ニューヨーク

（23日）

1

0

月

・WTOパブリックフォーラム　スイス・ジュネーブ（8

日～11日）

・IMF、世界経済見通し発表（15日）

・IMF・世銀年次総会　米国・ワシントン（18日～

20日）

・日・モロッコ租税条約実質合意（1日）

・消費税率10％へ引き上げ（1日）

・臨時国会召集（4日）

・即位礼正殿の儀（22日）

・日米貿易協定の承認案が衆院本会議で審議

（24日）

・日銀金融政策決定会合・展望リポート公表（30

日～31日）

・中国建国70周年記念式典（1日）

・中国、国慶節（1日～7日）

・北朝鮮、朝鮮労働党創立記念日（10日）

・米中次官級貿易協議　米国・ワシントン（7日

~8日）

・米中閣僚級通商協議　米国・ワシントン（10日

~11日）⇒中国による米農産品の大規模購入の

ほか、一部の知的財産権、為替、金融サービスの

問題などについて合意。15日に予定していた対中

制裁関税引き上げ見送り

・IMF・世銀年次総会　米国・ワシントン（18日～

20日）

・カナダ総選挙（21日）⇒トルドー首相続投

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（29日

～30日）

・米ソ首脳のマルタ会談、冷戦終結宣言から30年

・ポルトガル議会総選挙（6日）⇒与党・社会党

政権 続投

・WTOパブリックフォーラム　スイス・ジュネーブ（8

日～11日）

・ポーランド議会総選挙（13日）⇒右派与党が勝

利

・独仏首脳会談　フランス・パリ（13日）

・EU首脳会議　ベルギー・ブリュッセル（17日～18

日）

・英離脱延期法が定めるEUとの離脱案合意期限

（19日）

・スイス総選挙（20日）⇒緑の党躍進。右派与党

は第１党維持

・欧州中央銀行（ECB）、ドラギ総裁任期（31

日）

・第9回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

中間閣僚会合　タイ・バンコク　（12日）

・第35回ASEAN首脳会合および関連会合　タイ・

バンコク（31日～11月4日）

・日・モロッコ租税条約実質合意（1日）

・ボリビア大統領選（20日）⇒現職4選

・アルゼンチン大統領･議会選挙（27日）⇒左派

野党候補が勝利

・ウルグアイ大統領選挙（27日）⇒11月24日の

決選投票へ

・CIS加盟国首脳会議　トルクメニスタン・アシガバー

ド（11日）

・米ソ首脳のマルタ会談、冷戦終結宣言から30年

・米中次官級貿易協議　米国・ワシントン（7日

~8日）

・米中閣僚級通商協議　米国・ワシントン（10日

~11日）⇒中国による米農産品の大規模購入の

ほか、一部の知的財産権、為替、金融サービスの

問題などについて合意。15日に予定していた対中

制裁関税引き上げ見送り

・WTOパブリックフォーラム　スイス・ジュネーブ（8

日～11日）

・第9回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

中間閣僚会合　タイ・バンコク　（12日）

・日米貿易協定の承認案が衆院本会議で審議

（24日）

1

1

月

・第35回ASEAN首脳会議 　タイ（4日）

・第22回日ASEAN首脳会議　タイ（4日）

・第14回東アジア首脳会議　タイ（4日）

・第25回国連気候変動枠組み条約締結国会議

（COP25)　チリ・サンティアゴ（11日～22日）※

中止

・APEC首脳会議　チリ・サンティアゴ（16日～17

日）※中止

・OECD経済見通し発表（21日）

・G20外相会合　名古屋（22日～23日）

・日本トルコ合同経済委員会　東京（1日）

・祝賀御列の儀（10日）

・大嘗祭（14日～15日）

・経団連、韓国・全経連と懇談会（15日）

・日・ペルー租税条約署名（19日）

・G20外相会合　名古屋（22日～23日）

・日韓軍事情報包括保護協定（GSOMIA）消

失期限（23日）⇒破棄停止し、延長

・日・セルビア租税条約交渉の開始（第1回）　東

京（25日）

・新国立競技場完成（30日）

・第14回東アジア首脳会議　タイ（4日）

・日韓軍事情報包括保護協定（GSOMIA）消

失期限（23日）⇒破棄停止し、延長

・香港区議会選挙（24日）⇒民主派圧勝

・韓国・東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会

議　韓国・釜山（25日～26日）

・米国、パリ協定脱退を国連に通告（4日）

・米国民主党、米大統領選に向けた第5回候補者

討論会（20日）

・米国、香港人権・民主主義法が成立（27日）

・ルーマニア大統領選挙（10日）⇒24日に決選

投票

・スペイン総選挙（10日）※4月の総選挙後の連

立交渉決裂を受けての再選挙⇒極右が躍進　与

党は過半数届かず

・日・セルビア租税条約交渉の開始（第1回）　東

京（25日）

・第3回RCEPサミット　タイ・バンコク（1日）

・第35回ASEAN首脳会議 　タイ（4日）

・第22回日ASEAN首脳会議　タイ（4日）

・第25回国連気候変動枠組み条約締結国会議

（COP25)　チリ（11日～22日）※中止

・APEC首脳会議　チリ・サンティアゴ（16日～17

日）※中止

・第11回BRICS首脳会議　ブラジル・ブラジリア

（13日～14日）

・日・ペルー租税条約署名（19日）

・ウルグアイ大統領選挙 決選投票（24日）⇒中

道右派候補が当選

・第3回RCEPサミット　タイ・バンコク（1日）
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1

2

月

・OPEC総会　オーストリア・ウィーン（5日～6日）

・第25回国連気候変動枠組み条約締結国会議

（COP25）スペイン・マドリード（2日～13日）

・日・セルビア租税条約の実質合意（6日）

・臨時国会会期末（9日）

・2020年度税制改正大綱公表（12日）

・日・ジャマイカ租税条約署名（12日）

・第8回日本ウクライナ経済合同会議　東京（16

日）

・日銀政策決定会合（18日～19日）

・日・ウズベキスタン租税条約署名（19日）

・日・ウズベキスタン税関相互支援協定の署名・発

効（19日）

・2020年度予算案閣議決定（20日）

・日・イラン首脳会談 （20日）

・日・エクアドル租税条約発効（28日）

・中央経済工作会議　中国（10日~12日）

・台湾総統選告示（13日）

・習近平・国家主席との日中首脳会談　中国・北

京（23日）

・日中韓首脳会談　中国・成都（24日）

・日韓首脳会談（24日）

・李克強国務院総理との日中首脳会談　中国・北

京（25日）

・北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）委員長、最

高司令官就任8周年（30日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（10日

～11日）

・15日に予定していた対中制裁関税第4弾

（1650億米ドル相当に15%）を見送り（13

日）

・米国下院、ウクライナ疑惑をめぐる弾劾訴追決議

案可決（18日）

・新欧州委員会発足、フォンデアライエン委員長とミ

シェルEU大統領が就任（1日）

・第25回国連気候変動枠組み条約締結国会議

（COP25）スペイン・マドリード（2日～13日）

・NATO首脳会議　英国・ロンドン（3日～4日）

・日・セルビア租税条約（6日）

・英国総選挙（英議会下院）（12日）

・EU首脳会議　ベルギー・ブリュッセル（12日～13

日）

・クロアチア大統領選挙（22日）⇒1月5日に決選

投票

・安倍首相のインド訪問（12月15日）を延期

（13日）

・OPEC総会　オーストリア・ウィーン（5日～6日） ・日・ジャマイカ租税条約署名（12日）

・日・エクアドル租税条約発効（28日）

・日・ウズベキスタン租税条約署名（19日）

・日・ウズベキスタン税関相互支援協定の署名・発

効（19日）

・ウズベキスタン議会選挙（22日）⇒政権支持政

党が全議席を占める


