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基本目標 Ｉ 
地域別外交：各地域の安定と繁栄の確保を目指し、域

未来に向けた友好関係を構築し、望ましい国際環境を

州外交：アジア地域の安定と繁栄の

地域間における未来に向けた友好関

我が国外交の要である日米同盟関係

を更に推進すること 

I－１－１ 東アジアにおける地域協力の強化 
I－１－２ 朝鮮半島の安定に向けた努力 
I－１－３ 未来志向の日韓関係の推進 
I－１－４ 未来志向の日中関係の推進及び日モンゴル関係の強化 
I－１－５ ﾀｲ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾗｵｽ､ﾐｬﾝﾏｰとの友好関係の強化 
I－１－６ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾏﾚｰｼｱとの友好関

係の強化 
I－１－７ 南西アジア諸国との友好関係の強化 
I－１－８ 大洋州地域諸国との友好関係の強化 

I－２－１ 北米諸国との政治分野での協力推進 
I－２－２ 北米諸国との経済分野での協力推進 
I－２－３ 米国との安全保障分野での協力推進 

事務事業 

事務事業 

事務事業 
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内諸国・地域間における

確保すること 
９年度に実施した施

（基本目標Ⅰ、Ⅱ―１～５

            

１、Ⅶ） １０ 
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施策Ⅰ―１ 対アジア大洋

確保を目指し、域内諸国・

係を構築すること 

施策Ⅰ―２ 対北米外交：

の維持・強化及び日加関係
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I－３－１ 中南米地域の多国間フォーラム及びﾒｷｼｺ、中米諸国、ﾄﾞﾐﾆｶ
共和国、ｷｭｰﾊﾞとの協力・交流の強化 

I－３－２ 南米・ｶﾘﾌﾞ諸国との協力・交流の強化 
施策Ⅰ―３ 対中南米外交：中南米諸国との経済関係を始めと

する多面的で裾野の広い交流の増進を通じた協力関係を構築

すること 

施策Ⅰ―４ 対欧州外交：統合の深化と拡大を続けるＥＵとの

関係強化及び欧州各国、ロシア、中央アジア・コーカサス諸国

との二国間関係を強化すること 

I－４－１ 欧州地域との総合的な関係強化 
I－４－２ 西欧諸国との間での二国間及び国際場裡における協力の推進 
I－４－３ 中・東欧諸国との間での二国間及び国際場裡における協力の推進 
I－４－４ ロシアとの平和条約締結交渉の推進及び幅広い分野における日露

関係の進展 
I－４－５ 中央ｱｼﾞｱ･ｺｰｶｻｽ諸国との関係の強化 

施策Ⅰ―５ 対中東外交：中東地域の平和と安定、経済的発展

に貢献すること、及び中東における我が国の国際的な発言力を

強化すること 

I－５－１ 中東和平実現に向けた働きかけ 
I－５－２ イラクの平和と安定のための支援 
I－５－３ ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝの平和と安定の実現のための支援 
I－５－４ 中東・ｲｽﾗﾑ諸国における双方向的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの拡大 
I―５－５ 中東地域産油国（特にGCC（湾岸協力理事会））諸国との経済関係

強化 

施策Ⅰ―６ 対アフリカ外交：アフリカ開発の促進、対アフリ

カ外交を通じた国際社会での我が国のリーダーシップ強化、及

びアフリカとのバイ・マルチでの協力関係を強化すること 

Ⅰ―６－１ アフリカ開発会議(TICAD)プロセスを通じたアフリカ開発の推進 
Ⅰ－６－２ 多国間枠組みにおける対アフリカ協力の推進 
Ⅰ－６－３ 日・アフリカ間の相互交流及び我が国の対アフリカ政策に関する

広報の推進 
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施策Ⅱ―１ 国際の平和と安定に対する取組：国際貢献能力を

向上し、国際貢献を積極的に推進すること 

施策Ⅱ―２ 軍備管理・軍縮・不拡散への取組：大量破壊兵器

やテロの脅威への取組を通じ、我が国及び国際社会全体の平和

と安全を確保すること 

Ⅱ－１－１ 中長期的かつ総合的な外交政策の企画立案と対外発信 
Ⅱ－１－２ 日本の安全保障政策に係る基本的な外交政策 
Ⅱ－１－３ 国際平和協力の拡充、体制の整備 
Ⅱ－１－４ 国際テロ対策協力 
Ⅱ－１－５ 国連における我が国の地位向上及び望ましい国連の実

現 
Ⅱ－１－６ 国際機関における邦人の参画の促進及び邦人職員の増

強 
Ⅱ－１－７ 国際社会における人権・民主主義の保護・促進のため

の国際協力の推進 
Ⅱ－１－８ 国際組織犯罪への取組 

Ⅱ－２－１ 大量破壊兵器及びその運搬手段の軍縮・不拡散 
Ⅱ－２－２ 地雷や小型武器などの通常兵器に関する取組の強化 

Ⅱ－３－１ 原子力の平和的利用のための国際協力の推進 
Ⅱ－３－２ 科学技術に係る国際協力の推進 

施策Ⅱ―３ 原子力の平和的利用及び科学技術分野での国際

協力：原子力の平和的利用を促進し、及び国際的な研究・開発

を推進・強化し、及び科学技術分野の国際協力を推進すること 

施策Ⅱ―４ 国際経済に関する取組：我が国の経済外交におけ

る国益を保護・増進すること 

Ⅱ－４－１ 多角的自由貿易体制の維持・強化と経済連携の推進 
Ⅱ－４－２ グローバル化の進展に対応する国際的な取組 
Ⅱ－４－３ 重層的な経済関係の強化 
Ⅱ－４－４ 経済安全保障の強化 
Ⅱ－４－５ 海外の日本企業支援と対日投資の促進 

施策Ⅱ―５ 国際法の形成・発展に向けた取組：新たな国際ル

ール作りに積極的に貢献すること 

施策Ⅱ―６ 的確な情報収集及び分析、並びに情報及び分析の

政策決定ラインへの提供：情報収集及び情報分析能力の強化、

並びに政策決定ラインへの適時の情報及び情報分析の提供を

行うことにより、外交政策の立案・実施に寄与すること 

Ⅱ－５－１ 国際法規の形成への寄与と外交実務への活用 
Ⅱ－５－２ 政治・安全保障分野における国際約束の締結・実施 
Ⅱ－５－３ 経済分野における国際約束の締結・実施 
Ⅱ－５－４ 社会分野における国際約束の締結・実施 
 

基本目標 Ⅱ 
分野別外交：国民の安全の確保と繁栄を促 ましい国際環境を確保する

こと 
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施策Ⅲ―１ 海外広報、文化交流：海外向け広報の実施、国際文

化交流事業を展開・促進、及び世界各国の文化の発展に向けた国

際貢献により、諸外国国民の対日理解の促進及び親日感の醸成を

図り、日本外交を展開する上での環境を整備すること 

Ⅲー１－１ 海外広報 
Ⅲ―１－２ 国際文化交流の促進 
Ⅲ―１－３ 文化の分野における国際協力 
 

基本目標 Ⅲ  
広報、文化交流及

図るとともに、国

外交を展開する上
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Ⅲ―２－１ 効果的な外国報道機関対策の実施 
Ⅲ―２－２  適切な国内広報・報道機関対策の実施 
Ⅲ―２－３ 効果的なＩＴ広報の実施 

施策Ⅲ―２ 報道対策、国内広報、IT広報：我が国の外交政策
に関する国内外での理解を増進すること 

び報道対策：海外における対日理解の促進と親日感の醸成を

内外における我が国外交政策への理解を増進し、もって日本

での環境を整備すること 
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施策Ⅳ―１ 領事サービスの改善・強化： 
（１）領事サービス・邦人支援策を向上・強化すること 
（２）領事業務実施体制を整備すること 
（３）国民の円滑な海外渡航の確保のために、日本旅券に対する国際的信頼性を

確保すること 

施策Ⅳ―２ 海外邦人の安全確保に向けた取組： 
（１） 海外邦人の安全対策を強化すること（広報・啓発） 
（２）海外邦人の援護体制を強化（基盤・体制）すること 

施策Ⅳ―３ 外国人問題への対応強化： 
（１）外国人問題への対応の強化により、人的交流の促進及び出入国管理等厳格

化の要請に応えること 

（２）在日外国人が抱える問題に積極的に取組むこと 

基本目標 Ⅳ  
領事政策：国民の利便に資する領事業務を実施すること 

  
 

 
                                                                      
                                                                          
                                                                        
                                                                       
                                                                       
                                                                               
                                                                       
                                                                               
                                                                                                           

  
                                                                    
                                                     

施策Ⅴ―１ 外交実施体制の整備・強化：激動する国際社会の中で我が国の平

和と繁栄を確保するための外交を実施する上で必要な体制を整備・強化するこ

と 
 基本目標 Ⅴ 

外交実施体制の整備・強化：我が国の安全と繁栄を確保し、国際社会の一員

としての責任を果たす、能動的かつ戦略的な外交実施体制を強化すること

施策Ⅴ―２ 外交通信基盤の整備・拡充及びＩＴを活用した業務改革：外交通

信基盤の整備・拡充を図るとともに、業務・システムの最適化による行政運営

の簡素化・効率化・合理化を推進すること 
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施策Ⅵ―１ 経済協力：二国間協力の政府開発援助を通じた支援により国際

社会の平和と安定に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄を確保するこ

と 

Ⅵ－２－１ 人間の安全保障の推進 
Ⅵ－２－２ 国際的な枠組みを通じた感染症対策への取組 
Ⅵ－２－３ 地球環境問題への取組 
Ⅵ－２－４ 難民・国内避難民等に対する人道支援を通じた人道問

題への取組 

施策Ⅵ―２ 地球規模の諸問題への取組：グローバル化に即応し

たルール作りと地球規模の問題解決に向けたリーダーシップを

発揮すること 

基本目標 Ⅵ  
経済協力：政府開発援助（二国間）または多国間の支援を通じ、国際社会の平

和と安定に貢献し、これにより我が国の安全と繁栄を確保すること 

 
 
 
                                                                        
                                                                
                                                                        
                                                                

施策Ⅶ―１ を通じた政務及び安全保障分野に係る国際貢献：我

が国の国際貢 的に推進し、国際社会の平和と安定を確保するため

に、政治、軍備 ネルギー関連等様々な分野の国際貢献に関し分担

金・拠出金を通 すること 
 

施策Ⅶ―２  関を通じた経済及び社会分野に係る国際貢献：我が国

の経済・社会分 国益を保護するために国際機関に対して分担金・拠出

金を供与するこ

 

施策Ⅶ―３ を通じた地球規模の諸問題に係る国際貢献：我が国

基本目標 Ⅶ 
分担金・拠出金：国際機関等を通じて我が国の国際貢献を拡充すること 
       

       

       

       
がグローバル化

リーダーシップ

すること 
   

   

   

   

国際機関

献を積極

管理、エ

じて貢献

国際機

野での

と 

国際機関
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に即応したルール作りと地球規模の諸問題の解決に向けた

を発揮するために、国際機関等に対して分担金・拠出金を供与


