
世界・地域別　2020年政治・経済日程 2020.9.1

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）

・世界経済フォーラム年次総会　スイス・ダボス

（21～24日）

・IMF、世界経済見通し改訂版発表（20日）

・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（11～15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（18～19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

（21～22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）（13～14日）

・中国春節休暇（24～30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）

・日米欧の通商閣僚会合　米国・ワシントン（14

日）⇒WTOルールで禁止する産業補助金の対

象を広げる改革案を推進していくことで一致

・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）

・米大統領の弾劾裁判、審理開始（21日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（28～

29日）

・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）⇒現

首相の勝利

・世界経済フォーラム年次総会　スイス・ダボス

（21～24日）

・英国、EU離脱法案成立（23日）⇒31日に離

脱へ

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（23日）

・欧州議会、英離脱協定案を採決（29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）

・ペルー国会議員選挙（26日）⇒フジモリ派の国

会議員減

・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）

・日米欧の通商閣僚会合　米国・ワシントン（14

日）⇒WTOルールで禁止する産業補助金の対

象を広げる改革案を推進していくことで一致

・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）

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（22～23日）

・新天皇誕生日（23日） ・米中貿易協議「第1段階合意」が発効（関税の

一部税率引き下げ）（14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、大統領予算教書公表（10日）

・米中貿易協議「第1段階合意」が発効（関税の

一部税率引き下げ）（14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）

・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

～7日）

・アイルランド総選挙（8日）⇒共和党が第一党、

シン・フェインが躍進

・ドイツ、ハンブルグ特別市議会選挙（23日）⇒

社会民主党（SPD）が勝利（極右とメルケル与

党は敗北）

・スロバキア議会選挙（29日）⇒野党が勝利、

政権交代へ

・米印首脳会談　インド・ニューデリー（25日） ・カメルーン国民議会選挙（9日）

・アゼルバイジャン議会選挙（9日）⇒与党が勝

利

・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（9～10日）

・イラン国会選挙（21日）⇒保守強硬派が大勝

・G20財務相・中央銀行総裁会合　サウジアラビ

ア・リヤド（22～23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

～7日）

・米中貿易協議「第1段階合意」が発効（関税の

一部税率引き下げ）（14日）

3

月

・OPEC臨時総会　オーストリア・ウィーン（5日）

・IOC、東京五輪延期決定（24日）

・新型コロナ対策で中国・韓国からの入国を大幅

制限（9日）

・日銀政策決定会合（16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）

・政府、全国一斉休校要請（29日）

・全国人民代表大会開幕　中国・北京（5日

～）※延期

・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）（3日）

・米国、民主党大統領予備選挙 バージニア州（3

日）

・臨時米国連邦公開市場委員会（FOMC）（3

日）⇒政策金利「1.00～1.25%」に引き下げ

・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、民主党党員集会 ノースダコタ州（10日）

・臨時米国連邦公開市場委員会（FOMC）（15

日）⇒政策金利「0～0.25%」に引き下げ

・米国、大統領予備選挙 3州（フロリダ州、イリノイ

州、アリゾナ州）（17日）

・米国、共和党党員集会　北マリアナ諸島（17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）

・WTO一般理事会　スイス・ジュネーブ（3～4

日）

・OPEC臨時総会　オーストリア・ウィーン（5日）

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（12日）

・フランス、市町村議会選挙（15日）※22日の

決選投票は延期

・欧州理事会（26～27日）

・米国とタリバン、アフガン和平合意に署名（2日）

・イスラエル総選挙（2日）⇒、ネタニヤフ氏の右

派与党が第1党に

・ウルグアイ新政権発足（1日） ・ロシア中央銀行理事会（20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（16～17日）

・IMF・世界銀行春季総会　米国・ワシントン（17

～19日）

・ASEAN首脳会議　ベトナム（6～9日）

・WTO、2019年の世界の貿易額発表（8日）

・IMF、世界経済見通し発表（14日）

・政府、緊急事態宣言発令（7日）※4月7日～

５月６日まで外出自粛要請

・全国に緊急事態宣言（16日）

・立皇嗣の礼（19日）※延期

・日銀金融政策決定会合・展望リポート公表

（27日～28日）⇒日銀、国債を無制限購入

社債・CP買い入れ枠3倍

・中国・武漢市が都市封鎖解除（8日）

・北朝鮮、最高人民会議（10日）

・韓国、総選挙（韓国第21代国会議員選挙）

（15日）⇒与党が圧勝

・米国、中国ファーウェイへの米製品輸出禁止猶

予期限（1日）

・米国、大統領予備選挙 ウィスコンシン州（7

日）

・米国、民主党大統領予備選挙 アラスカ州（10

日）

・米国、民主党大統領予備選挙 ワイオミング州

（17日）

・IMF・世界銀行春季総会　米国・ワシントン（17

～19日）

・第2回G20財務相・央銀行総裁会会合　米国・

ワシントン（16～17日）

・米国、民主党大統領予備選挙 オハイオ州（28

日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（28～

29日）

・北マケドニア議会選挙（12日）※延期

・欧州連合（EU）首脳会議（23日）

・ドイツ、キリスト教民主同盟（CDU）臨時党大

会（25日）※新しい党首を決める

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（30日）

・ASEAN首脳会議　ベトナム（6～9日）※６月

下旬に延期

・第29回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　テレビ会議（20～24

日）

・スリランカ総選挙2020（25日）※延期

・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） ・米国、中国ファーウェイへの米製品輸出禁止猶

予期限（1日）

・WTO、2019年の世界の貿易額発表（8日）

・第29回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　テレビ会議（20～24

日）

5

月

・政府、緊急事態宣言解除（25日） ・中国労働節休暇（1～5日）

・全国人民代表大会開幕　中国・北京（22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、共和党大会　ワイオミング州（7日～9

日）

・米国、大統領予備選挙 ネブラスカ州（12日）

・米国、大統領予備選挙 オレゴン州（19日）

・米国、民主党大統領予備選挙 ハワイ州（22

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

（14～15日）

・第30回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　テレビ会議（15～20

日）

・アフリカ開発銀行総会　コートジボワール・アビジャ

ン（25～29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

（14～15日）

・第30回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　テレビ会議（15～20

日）

6

月

・世界銀行、世界経済見通し改訂版発表（8

日）

・OPEC総会　オーストリア・ウィーン（9日）

・OECD経済見通し発表（10日）

・IMF、世界経済見通し改訂版発表（24日）

・WTOの紛争処理機関（DSB）会合（29

日）

・職場のハラスメント防止を企業に義務付けるパワ

ハラ防止法施行（1日）

・21年卒業見込みの大学生らの採用面接解禁

（1日）

・日銀政策決定会合（15～16日）

・通常国会会期末（17日）

・北朝鮮、開城市にある南北共同連絡事務所を

爆破（16日）

・全国人民代表大会常務委員会　中国・北京

（18～20日）

・朝鮮戦争勃発から70年（25日）

・米国、大統領予備選　9州（デラウェア州、ワシン

トンDC、インディアナ州、メリーランド州、モンタナ

州、ニューメキシコ州、ペンシルベニア州、ロードアイ

ランド州、サウスダコタ州）（2日）

・米国、民主党党員集会 米領バージン諸島（6

日）

・米国、共和党大統領予備選 プエルトリコ（7

日）

・米国、大統領予備選 ジョージア州、ウエストバー

ジニア州（9日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（9～

10日）

・米国、トランプ大統領選挙集会　南部オクラホマ

州（19日）

・米国、大統領予備選挙　ルイジアナ州（20日）

・米国、大統領予備選挙　ケンタッキー州、ニュー

ヨーク州（23日）

・米ポーランド首脳会談　米国・ワシントンDC（24

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（4～6日）

・OPEC総会　オーストリア・ウィーン（9日）

・英・EU首脳会談(テレビ会議)、FTA交渉（15

日）

・英国MPC（金融政策委員会）結果公表（18

日）

・欧州理事会(テレビ会議)（19日）

・アイスランド大統領選（27日）⇒現職再選

・英国EU離脱移行期間延長決定期日（30

日）

・第10回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（23日）

・第36回ASEAN首脳会議（26日）

・イギリス連邦首脳会議　ルワンダ・キガリ（22～

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（3～6日）※中止

・WTO第12回閣僚会議　カザフスタン・ヌルスル

タン（8～11日）　※中止

・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（8～11日）

・英・EU首脳会談(テレビ会議)、FTA交渉（15

日）

・世界貿易機関（WTO）の紛争処理機関

（DSB）会合（29日）　※中止
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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

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（18～19日）

・全国でレジ袋有料化開始（1日）

・東京都知事選挙（5日）⇒小池氏再選

・日銀金融政策決定会合・展望リポート公表

（21～22日）

・UAEの火星探査機を搭載したＨ2Ａロケット、打

ち上げ成功（20日）

・Go Toトラブル キャンペーン開始（22日）

・東京五輪（24日～8月9日）※延期（2021

年7月23日～8月8日開催予定）

・香港返還から23年（1日）

・中国、香港国家安全維持法施行（1日）

・香港立法会選挙に向けた民主派の予備選（11

～12日）

・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・メキシコ・カナダ協定（USMCA）発効

（1日）

・米国、大統領選挙 デラウェア州、ニュージャージー

州（7日）

・米メキシコ首脳会談　ワシントン（8日）

・米国、大統領予備選挙 ルイジアナ州（11日）

・米国、民主党大統領予備選挙 プエルトリコ

（12日）

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（28～

29日）

・ドイツがEU議長国に就任（1日）

・EU、域内への渡航制限を段階的に解除（1

日）

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（16日）

・特別欧州理事会（復興プログラムおよび次期中

期予算）　ベルギー・ブリュッセル（17～18日）

・第31回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）交渉会合　テレビ会議（9日）

・シンガポール総選挙（10日）

・VATが5％から15％へ改定　サウジアラビア（1

日）

・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（18～19日）

・ロシア、憲法改正法案の是非を問う全国投票

（1日）⇒賛成多数、4日改憲施行

・第12回BRICS首脳会議　ロシア・サンクトペテル

ブルク（21日～23日）　※延期

・上海協力機構首脳会議　ロシア・サンクトペテル

ブルク（21日～23日）　※　延期

・ロシア中央銀行理事会（24日）

・米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）発効

（1日）

8

月

・WTOのアゼベド事務局長が退任（31日） ・韓国の元徴用工訴訟による日本製鉄の資産差

し押さえ公示送達の効力が発生（4日）

・日韓軍事情報包括保護協定（GSOMIA）終

了通告から1年（23日）

・安倍首相、連続在職日数歴代トップ（24日）

・安倍首相、辞任表明（28日）

・東京パラリンピック（25日～9月6日）※延期

（2021年8月24日～9月5日）

・米国、大統領予備選　コネチカット州（11日）

・米国、民主党全国大会　ウィスコンシン州・ミル

ウォーキー（17～20日）

・米国、共和党全国大会　フロリダ州ジャクソンビル

（24～27日）

・米国、ジャクソンホール会議・オンライン開催（27

日～28日）

・英国MPC（金融政策委員会）結果公表（6

日）

・第8回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）閣僚会合　テレビ会議（27日）

・日・ヨルダン投資協定発効（1日） ・第8回東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）閣僚会合　テレビ会議（27日）

・WTOのアゼベド事務局長が退任（31日）

9

月

・国連総会　米国・ニューヨーク（15～30日）

・G7首脳会議（９月以降）

・自民党総務会（1日）

・自民党総裁選 8日告示、14日投開票

・日・ジャマイカ租税条約の発効（16日）

・日銀政策決定会合（16～17日）

・韓国通常国会開会（1日）

・香港立法会選挙　※延期

・米国連邦公開市場委員会（FOMC）（15～

16日）

・国連総会　米国・ニューヨーク（15～30日）

・日・ジャマイカ租税条約の発効（16日）

・米国、第1回大統領候補討論会 オハイオ州

（29日）

・米国、2021年度予算成立期限（30日）

・G7首脳会議（９月以降）

・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（19～23日）

・ニュージーランド総選挙（9月19日）

・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～

5日）　※中止

・ロシア統一地方選挙（13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（14日）

・IMF・世界銀行年次総会 米国・ワシントンDC

バーチャル形式（16～18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

（28～29日）

・中国国慶節休暇（1～8日）

・COP15「ポスト愛知目標」　中国・昆明（15日

～28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

バーチャル形式（16～18日）

・第4回G20財務相・中央銀行総裁会会合　米

国・ワシントン（14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（4～7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

（13～14日）

・欧州理事会（15～16日）

・欧州中央銀行（ECB）政策理事会（29日）

・リトアニア議会選挙（11日）

・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）※延期

・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）

・ボリビア大統領選挙（18日）

・第15回UNCTAD総会　バルバドス・ブリッジタウン

（18～23日）

・チリ憲法改正の是非を問う国民投票（25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）

・ウクライナ地方選挙（25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

（13～14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（９～19日）※

延期

・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（15～16日）

・G20首脳会議　サウジアラビア・リヤド（21～22

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）（4～5

日）

・米国、パリ協定、撤回がなければ離脱完了（4

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（９～19日）※

延期

・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（15～16日）

・G20首脳会議　サウジアラビア・リヤド（21～22

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（4～16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（17～18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～

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（10～11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）

・ロシア中央銀行理事会（18日）


