
（別紙２）

政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】

(所管）外務省 （単位：千円）

１　地域別外交 4,192,316 3,734,536 △ 457,780

地域別外交費
アジア大洋州地域外交に必要な
経費

1,935,394 2,040,325 104,931

東日本大震災復旧・復興地域
別外交費

東日本大震災復旧・復興に係る
アジア大洋州地域外交に必要な
経費

370,851 0 △ 370,851

地域別外交費
アジア大洋州地域外交に必要な
経費

42,505 30,882 △ 11,623

東日本大震災復旧・復興地域
別外交費

東日本大震災復旧・復興に係る
アジア大洋州地域外交に必要な
経費

103,607 0 △ 103,607

外務本省 地域別外交費 北米地域外交に必要な経費 312,276 258,597 △ 53,679
在外公館 地域別外交費 北米地域外交に必要な経費 29,717 33,922 4,205
外務本省 地域別外交費 中南米地域外交に必要な経費 83,688 77,476 △ 6,212
在外公館 地域別外交費 中南米地域外交に必要な経費 1,832 2,595 763
外務本省 地域別外交費 欧州地域外交に必要な経費 697,482 720,561 23,079
在外公館 地域別外交費 欧州地域外交に必要な経費 422,164 370,265 △ 51,899
外務本省 地域別外交費 中東地域外交に必要な経費 115,963 131,425 15,462
在外公館 地域別外交費 中東地域外交に必要な経費 7,667 4,829 △ 2,838
外務本省 地域別外交費 アフリカ地域外交に必要な経費 48,127 26,658 △ 21,469
在外公館 地域別外交費 アフリカ地域外交に必要な経費 21,043 37,001 15,958

２　分野別外交 2,683,124 2,546,188 △ 136,936

国際の平和と安定に対する取組
に必要な経費

1,747,975 1,676,064 △ 71,911

国際機関における邦人職員増強
に必要な経費

12,682 13,034 352

在外公館 分野別外交費
国際の平和と安定に対する取組
に必要な経費

24,656 23,442 △ 1,214

外務本省 分野別外交費
国際経済に関する取組に必要な
経費

250,579 234,866 △ 15,713

在外公館 分野別外交費
国際経済に関する取組に必要な
経費

52,726 50,606 △ 2,120

（３）国際法の形成・発展に向
　　 けた取組

外務本省 分野別外交費
国際法の形成・発展に向けた取
組に必要な経費

55,108 43,600 △ 11,508

外務本省 分野別外交費
国際情勢に関する情報収集・分
析・調査に必要な経費

526,087 490,924 △ 35,163

在外公館 分野別外交費
国際情勢に関する情報収集・分
析・調査に必要な経費

13,311 13,652 341

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 23年度予算額 24年度予算額

（２）北米地域外交

（３）中南米地域外交

（４）欧州地域外交

（５）中東地域外交

（６）アフリカ地域外交

（１）国際の平和と安定に対す
 　　る取組

外務本省 分野別外交費

（２）国際経済に関する取組

（４）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

（１）アジア大洋州地域外交

外務本省

在外公館



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】

(所管）外務省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 23年度予算額 24年度予算額

３　広報、文化交流及び報道対策 15,787,224 15,405,838 △ 381,386

広報文化交流及報道対策費
海外広報及び文化交流に必要な
経費

1,589,205 838,889 △ 750,316

独立行政法人国際交流基金
運営費

独立行政法人国際交流基金運営
費交付金に必要な経費

11,232,167 12,691,794 1,459,627

東日本大震災復旧・復興広報
文化交流及報道対策費

東日本大震災復旧・復興に係る
海外広報及び文化交流に必要な
経費

80,100 0 △ 80,100

東日本大震災復旧・復興独立
行政法人国際交流基金運営
費

東日本大震災復旧・復興に係る
独立行政法人国際交流基金運営
費交付金に必要な経費

238,590 0 △ 238,590

在外公館 広報文化交流及報道対策費
海外広報及び文化交流に必要な
経費

1,302,967 650,471 △ 652,496

外務本省 広報文化交流及報道対策費
報道対策及び国際広報等に必要
な経費

1,327,807 1,192,256 △ 135,551

在外公館 広報文化交流及報道対策費
報道対策及び国際広報等に必要
な経費

16,388 32,428 16,040

４　領事政策 15,431,568 14,609,817 △ 821,751

領事業務の充実に必要な経費 11,384,357 10,640,819 △ 743,538
在外投票の実施に必要な経費 0 2,836 2,836
領事業務に係る業務・システムの
再構築に必要な経費

756,603 1,124,655 368,052

在外選挙人登録推進に必要な経
費

177,097 129,955 △ 47,142

東日本大震災復旧・復興領事
政策費

東日本大震災復旧・復興に係る
領事業務の充実に必要な経費

173,541 0 △ 173,541

領事業務の充実に必要な経費 2,939,970 2,644,132 △ 295,838
在外投票の実施に必要な経費 0 67,420 67,420

５　経済協力 306,996,114 311,346,526 4,350,412

経済協力費 経済協力に必要な経費 153,266,076 164,953,842 11,687,766
独立行政法人国際協力機構
運営費

独立行政法人国際協力機構運営
費交付金に必要な経費

143,300,731 145,378,845 2,078,114

東日本大震災復旧・復興経済
協力費

東日本大震災復旧・復興に係る
経済協力に必要な経費

9,395,000 0 △ 9,395,000

在外公館 経済協力費 経済協力に必要な経費 948,596 879,968 △ 68,628

外務本省 経済協力費
地球規模の諸問題への取組に必
要な経費

85,711 80,492 △ 5,219

在外公館 経済協力費
地球規模の諸問題への取組に必
要な経費

0 53,379 53,379

（２）報道対策、国内広報、
　　 ＩＴ広報

（１）領事業務の充実

領事政策費

在外公館 領事政策費

（１）海外広報、文化交流

（１）経済協力

外務本省

外務本省

外務本省

（２）地球規模の諸問題への
　　 取組



政策ごとの予算との対応について（個別表）　【一般会計】

(所管）外務省 （単位：千円）

比較増△減額政策評価体系 組織 項 事項 23年度予算額 24年度予算額

６　分担金・拠出金 110,337,509 113,690,332 3,352,823

経済協力に係る国際機関等を通
じた政務及び安全保障分野に係
る国際貢献に必要な経費

26,212,251 31,357,721 5,145,470

エネルギー対策に係る国際機関
を通じた政務及び安全保障分野
に係る国際貢献に必要な経費

5,592,064 5,287,343 △ 304,721

国際機関等を通じた政務及び安
全保障分野に係る国際貢献に必
要な経費

23,917,285 22,916,150 △ 1,001,135

国際機関における邦人職員増強
に必要な経費

1,029,722 1,012,477 △ 17,245

東日本大震災復旧・復興国際
分担金其他諸費

東日本大震災復旧・復興に係る
国際機関等を通じた政務及び安
全保障分野に係る国際貢献に必
要な経費

994,855 0 △ 994,855

経済協力に係る国際機関等を通
じた経済・社会分野に係る国際貢
献に必要な経費

11,604,905 9,642,293 △ 1,962,612

国際機関等を通じた経済・社会分
野に係る国際貢献に必要な経費

837,154 947,998 110,844

東日本大震災復旧・復興国際
分担金其他諸費

東日本大震災復旧・復興に係る
経済協力に係る国際機関等を通
じた経済・社会分野に係る国際貢
献に必要な経費

7,247,492 0 △ 7,247,492

経済協力に係る国際機関等を通
じた地球規模の諸問題に係る国
際貢献に必要な経費

32,459,995 42,248,972 9,788,977

国際機関を通じた地球規模の諸
問題に係る国際貢献に必要な経
費

367,570 277,378 △ 90,192

東日本大震災復旧・復興国際
分担金其他諸費

東日本大震災復旧・復興に係る
経済協力に係る国際機関等を通
じた地球規模の諸問題に係る国
際貢献に必要な経費

74,216 0 △ 74,216

455,427,855 461,333,237 5,905,382

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。
２．23年度予算額は、第３次補正予算による補正後の予算額である。

計

国際分担金其他諸費

国際分担金其他諸費

（１）国際機関を通じた政務
　　 及び安全保障分野に係
　　 る国際貢献

外務本省

（２）国際機関を通じた経済・社
　　 会分野に係る国際貢献

外務本省

（３）国際機関を通じた地球
　　 規模の諸問題に係る国
　　 際貢献

外務本省

国際分担金其他諸費


