
UNWTO関連会議　開催状況（センター設立後）

回数 開催年・月 開催都市 回数 開催年・月 開催都市 回数 開催年・月 開催都市 回数 開催年・月 開催都市 回数 開催年・月 開催都市

第１１回 1995.10 カイロ 第５１回 1995.10 カイロ（エジプト） 第２８回 1995.10 カイロ 第３２回 1995.10 カイロ

第５２回 1995.10 カイロ（エジプト）

第５３回 1996.  5 マドリッド（スペイン） 第２９回 1996.  3 大阪 第３３回 1996. 4 カトマンズ（ネパール） 第１２回 1996.  3 大阪

第５４回  1996. 11 トゥズール（チュニジア）

第５５回 1997.  5 マニラ（フィリピン） 第３０回 1997.  5 マカオ 第３４回 1997.  2 マレ（モルジブ） 第１３回 1997.  2 モルジブ

第１２回 1997.10 イスタンブール 第５６回 1997.10 イスタンブール（トルコ） 第３１回 1997.10 イスタンブール 第３５回 1997.10 イスタンブール

第５７回 1997.10 イスタンブール（トルコ）

第５８回 1998.　6 ポルトガル 第３２回 1998.　2 京都 第３６回 1998.　4 コチ（ケララ州、インド） 第１４回 1998.　2 京都

第５９回 1998.12 アルゼンチン

第６０回 1999.05 マレーシア 第３３回 1999.　5 マカオ 第３７回 1999.05 マカオ 第１５回 1999.05 マカオ

第１３回 1999.9 サンチアゴ 第６１回 1999.  9 サンチアゴ（チリ） 第３４回 1999.  9 サンチアゴ 第３８回 1999.  9 サンチアゴ

第６２回 1999.10 サンチアゴ（チリ）

第６３回 2000.11 マドリッド（スペイン） 第３５回 2000.1 堺（大阪府） 第３９回 2000.1 堺 第１６回 2000.10 堺（大阪府）

第６４回 2000.11 マドリッド（スペイン）

第６５回 2001. 6 ナタル（ブラジル） 第３６回 2001. 4 バンドス（モルジブ） 第４０回 2001. 4 バンドス（モルジブ）

第１４回 2001.9－10 ソウル・大阪 第６６回 2001. 9 ソウル（韓国） 第３７回 2001. 9 ソウル 第４１回 2001. 9 ソウル

（日韓共催） 第６７回 2001. 9 大阪（日本）

第６８回 2002. 6 ぺトラ（ヨルダン） 第４２回 2002. 3 マドリッド 第１７回 2002. 3 マドリッド

第６９回 2002.10 サンクトペテルブルク（ロシア） 第３８回 2002.10 奈良 第４３回 2003.　4 カトマンズ

第７０回 2003. 6 マドリッド（スペイン） 第３９回 2003. 6 マニラ 第１８回 2003. 6 マニラ

第１５回 2003.10 北京 第７１回 2003.10 北京（中国） 第４０回 2003.10 北京 第４４回 2003.10 北京

第７２回 2003.10 北京（中国）

第７３回 2004. 7 ハイデラバード(インド) 第４１回 2004. 6 シェムリアップ（カンボジア） 第４５回 2004. 7 コロンボ（スリランカ）

第７４回 2004.12 サルバドル(ブラジル)

緊急会議 2005.1-2 プーケット（タイ）

第７５回 2005. 6 ネセバール(ブルガリア) 第４２回 2005. 6 大津（滋賀県） 第４６回 2005. 4 ラホール（パキスタン）

第１６回 2005.11-12 ダカール 第７６回 2005.11 ダカール(セネガル) 第４３回 2005.11 ダカール（セネガル） 第４７回 2005.11 ダカール（セネガル）

（アフリカ地域初開催） 第７７回 2005.12 ダカール(セネガル)

第７８回 2006. 6 キト（エクアドル） 第４４回 2006. 6 マカオ（中国） 第４８回 2006. 6 マカオ

第７９回 2006.11 アルジェ(アルジェリア)

第８０回 2007. 6 ヤスミン ハマメット(ﾁｭﾆｼﾞｱ) 第４５回 2007.4 イスラマバード（ﾊﾟｷｽﾀﾝ） 第４９回 2007. 4 イスラマバード 第１９回 2007. 4 イスラマバード

第１７回 2007.11 カルタヘナ 第８１回 2007.11 カルタヘナ(コロンビア) 第４６回 2007.11 カルタヘナ（コロンビア） 第５０回 2007.11 カルタヘナ

第８２回 2007.11 カルタヘナ(コロンビア)

第８３回 2008.  6 済州島(韓国) 第４７回 2008.  6 神戸 第５１回 2008.  6 神戸 第２０回 2008.  6 神戸

第８４回 2008.10 ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ(スペイン)

第８５回 2009. 5 バマコ（マリ） 第２１回 2009. 3 テヘラン（イラン）

第１８回 2009.10 アスタナ 第８６回 2009.10 アスタナ(ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ) 第４８回 2009.10 アスタナ（カザフスタン） 第５２回 2009.10 アスタナ（カザフスタン）

第８７回 2010.10 アスタナ(ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ)

第８８回 2010. 10 プエルト・イグアス（アルゼンチン） 第２２回 2010. 5 ハノイ

第８９回 2010.10 キシュ・アイランド（イラン）

第９０回 2011. 6 モンバサ（ケニア）

第１９回 2011.10 慶州 第９１回 2011.10 慶州（韓国） 第２３回 2011.3 コロンボ（スリランカ）

第９２回 2011.10 慶州（韓国） 第４９回 2011.10 慶州 第５３回 2011.10 慶州

第９３回 　2012. 6 マドリッド（スペイン） 第２４回 2012. 5 チェンマイ（タイ）
第９４回 2012.10 カンペチェ（メキシコ）
第９５回 2013.5 ベオグラード（セルビア） 第２５回 2013.4 ハイデラバード（インド）

第２０回 2013. 8 ビクトリア・フォールズ 第９６回 2013.8 ビクトリア・フォールズ（ジンバブエ） 第５０回 2013.8 ビクトリア・フォールズ 第５４回 2013.8 ビクトリア・フォールズ
ザンビア・ジンバブエ共催 第９７回 2013.8 リビングストン（ザンビア）

第９８回 2014.6 サンティアゴ・デ・コンポステーラ（スペイン） 第２６回 2014.5 レガスピ(フィリピン)
第９９回 2014.10 サマルカンド（ウズベキスタン）

第100回 2015.5 ロヴィニ（クロアチア） 第５１回 2015.9 メデジン(コロンビア） 第５５回 2015.9 メデジン(コロンビア） 第２7回 2015.4 （バンドス島）モルティブ

第２１回 2015.9 メデジン 第101回 2015.9 メデジン(コロンビア）

第102回 2015.9 メデジン(コロンビア)
第103回 2016.5 マラガ（スペイン） 第２８回 2016.6 奈良（日本）
第104回 2016.10 ルクソール（エジプト）
第105回 2017.5 マドリッド（スペイン） 第２９回 2017.5 ダッカ（バングラデシュ）

第２２回 2017.9 成都 第106回 2017.9 成都（中国） 第５２回 2017.9 成都（中国） 第５６回 2017.9 成都（中国）
第107回 2017.9 成都（中国）
第108回 2018.5 サンセバスティアン（スペイン） 第30回 2018.6 ナンディ(フィジー）
第109回 2018 未定

第２３回 2019 ロシア（予定） 第５３回 2019 ロシア（予定） 第５７回 2019 ロシア（予定） 第31回 未定

東アジア太平洋・南アジア地域委員会総会 執行理事会 東アジア太平洋地域委員会 南アジア地域委員会


