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平和で安全な国際社会の維持に

日本国民の利益の増進を図ることを

総合外交政策局（外交政策を立案・総括・調整）

ています。

交活動に取り組んでいます。

国際社会における日本国及び

国際文化交流審議官

外務本省に約2,800名、在外公館に約3,500名の職員が働い

めに、世界に広がる在外公館のネットワークを通じて様々な外

調和ある対外関係を維持し発展させつつ、

外務報道官

館・政府代表部）
で構成されています。

外務省は、日本と、そして世界の平和と安全と繁栄を実現するた

良好な国際環境の整備を図ること並びに

儀典長

（2022年1月現在）に置かれている在外公館（大使館・総領事

世界の国々 ･地域との安定した関係なしには成り立ちません。

外務省は、

大臣官房（事務全般を総合的に調整）

外務省は、東京・霞が関にある外務本省と、世界153か国

私たちが今、当たり前のように得ている平和や安全や豊かさは、

外務省の任 務

外務省の 組織

地 域 別 担 当
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5つの取組
日本経済の成長と
繁栄の追求
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● 大使館

● 総領事館

● 政府代表部

通常、相手国の首都に置かれ、日本政府を

通常、首都とは別の主要都市に置かれ、そ

日本政府を代表し、国際機関に対して外交

代表して相手国政府との交渉や連絡を行

の地方の在留邦人の生命・財産保護、通商

活動を行う機関。2022年1月現在、国際

います。また、政治・経済その他の情報収

問題の処理、政治・経済その他の情報収集・

連 合日本政府代表部（ニューヨーク）、在

集・分析、日本を正しく理解してもらうた

広報文化活動などを行います。

ウィーン国際機関日本政府代表部、在ジュ

めの広報文化活動、邦人の生命・財産の保

ネーブ国際機関日本政府代表部など、10の

護なども行います。

政府代表部があります。

外務本省 と 在外公館
「外務本省」
では、外交政策を企画・立案して日本外交を推進しています。
その海外拠点である「在外公館」では、本省の意向を受けつつ外交の最前線として、24時間精力的に様々な外交活動に
取り組んでいます。

「国民と
共にある外交」
の推進

日本についての
理解の促進

外務本省

在外公館

政策の企画・立案

政策の実施

・ 現状と収集した情報を総合的に分析する
・ 政策を立案し、国内の諸関係先と調整の上、
方針を決定する
・ 在外公館への「指示」を行う
・ 政策の実施状況や結果を検証し、
新たな施策に反映させる
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など

指示
報告

・ 任地の情報を収集・分析し、外務本省へ報告する
・ 日本政府の意向を相手国政府に伝達し、
交渉・協議する
・ 相手国との友好関係を増進させる
・ 日本人や日系企業・地方自治体の海外展開を
支援する

など
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P E A C E & S TA B I L I T Y

日本と国際社会の平和と安定の確保
日本の安全と繁栄は、国際社会の平和と安定なくしてはありえません。日本は、国際協調を基本として、近隣諸国との安定し
た関係の構築のみならず、国際社会の平和と安定を脅かしている様々な課題の解決に向けて、積極的に取り組んでいます。

日本を取り巻く安全保障環境が一

国際連合を中心とする
国際協調

層厳しさを増す中、日本の安全及び地

日本は、安保理非常任理事国を加盟

日本の安全保障政策

域と世界の平和と安定を実現しつつ、

国中最多の11回務めるなど、国際協調

国際社会の平和と安定及び繁栄の確

主義に基づく
「積極的平和主義」
の立場

保にこれまで以上に積極的に貢献し

から、国際の平和と安全に関わる諸課

ています。そのために、①抑止力を強

題に積極的に貢献しています。また、国

化して日本に脅威が及ぶことを防止

連がその役割・機能を十分に発揮でき

し、②日米同盟を始め各国との信頼・

るよう、日本の常任理事国入りを含む

協力関係を強化して地域の安全保障

安保理改革を始めとする国連改革の早

環境を改善し、③より平和で安定し、

期実現を目指しています。

外交努力や国際平和協力などの取組

際社会と連携して、北朝鮮やイランの核開発問題等に対処し、国
際的な不拡散体制の維持・強化に努めています。

あらゆる面で国家間の関係を

第10回軍縮・不拡散イニシアティブ
（NPDI※2）
外相会合

原子力に関しては、日本の原子力利用を厳に平和的目的に限るとともに、国際社会における原

子力の平和的利用を適切に促進するための外交を実施しています。また、東京電力福島第1原子
力発電所事故の経験と教訓を踏まえた国際的な原子力の安全の向上や核テロ対策の強化に貢
献しています。

平の促進から治安の確保、復興・開発ま

力ではなく、法の支配に基づく海洋

での一連の取組が必要です。日本は、平

秩序の維持は、日本だけではなく国際

和維持・平和構築を主要な外交課題の

社会全体の平和と繁栄に不可欠な国

一つとし、国連平和維持活動
（ＰＫＯ）
など

際公共財です。これを維持・発展させ

への貢献や政府開発援助
（ＯＤＡ）
を活用

ていくため、日本は、アジアやアフリ

した現場における取組、国連の場での取

カでの海賊対策を始め、様々な取組や
各国との緊密な連携・協力を通じて、
航行・上空飛行の自由やシーレーンの
安全の確保に尽力しています。

を図ることにつながります。

日本はこの理念の強化に貢献

すべく、宇宙・サイバー空間に

関する取組を含め、国際機関

くりや慣習国際法の法典化に

テロ・国際組織犯罪対策への協力
テロ、暴力的過激主義は国家と国民の安全を

人権―基本的価値の推進
人権や民主主義は基本的な価値であ

脅かすものであり、いかなる理由をもってしても

り、その基盤が個々の国において十分整

ロ対策支援や国際的な法的枠組みの強化など、

にもつながります。日本は、深刻な人権

FOCUS

参加して、日本と日本国民の

安全と繁栄に役立つ国際秩序

の構築に取り組んでいます。

備されることは、国際社会の平和と安定
侵害には声をあげつつ、国連など多数国
間での各種人権フォーラム参加と、人権

対話や開発支援などを通じた二国間で
の取組を連携させながら、国際社会にお

ける人権の保護・促進に貢献しています。

©UN Photo

海洋における
秩序と安全の確保

安定させ、紛争の平和的解決

などにおける国際的ルールづ

際的な取組や協力に積極的に参加していきます。
国連総会

ば領土保全や権益の確保など

様々な外交努力を行っています。また、核不拡散については、国

組織犯罪の脅威も深刻化しており、今後とも、国

めのものです。

配 を確立することは、例え
※3

に対処しつつ、核兵器のない世界に向けた取組を前進させるべく、

罪、マネー・ロンダリングなどのテロ以外の国際

制」は、こうした取組を実践に移すた

国際社会における法の支

ては、唯一の戦争被爆国として、現実の安全保障上の脅威に適切

ています。また、人身取引、薬物犯罪、サイバー犯

2015年9月に成立した
「平和安全法

組、人材育成等を行っています。

るため、軍縮・不拡散※1に取り組んでいます。特に核軍縮につい

国際社会と協力して積極的にテロ対策を推進し

を進めています。

持続的な平和の達成のためには、和

日本は、自国の安全を確保し、かつ平和で安全な世界を実現す

容認することはできません。日本は、途上国のテ

繁栄する国際社会を構築するための

平和維持・平和構築

国際社会における
法の支配の強化

軍縮・不拡散と原子力の平和的利用の推進

国際海洋法裁判所における
日本が当事者となった事案の審理の様子
©International Tribunal
for the Law of the Sea

FOCUS

ジェンダー平等の実現

「自由で開かれたインド太平洋」
の実現のために

日本は、一人ひとりが持つ潜在的な能力を最大限

安倍総理が「自由で開かれたインド太平洋」の考え方を2016年8月のTICADⅥの場で

発揮できるようにすることで社会全体に活力をもたら

提唱してから5年以上が経過し、アジア太平洋からインド洋を経て中東・アフリカに至るイン

し、成長を支えていくとの観点から、ジェンダー平等の

ド太平洋地域において、法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序を実現することの重要

実現を目指しています。その実現に向けた取組の一

性が、国際社会で広く共有されてきています。日本として、地域の平和と繁栄に貢献していく

環として、日本政府は2014年より、国際女性会議

べく、考え方を共有する国々と連携し、
「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた取組

WAW!
（World Assembly Women）
を開催しており、

を戦略的に推進しています。

様々な分野で活躍する国内のトップ・リーダーによっ

具体的には、①海洋秩序に関する政策発信や、

て、誰もが希望

海洋法の知見の国際社会との共有、②自由で公正

通りに生きるこ

な経済圏を広げるためのルール作り、③インフラ整

とができる社 会

備を含む、
インド洋と太平洋の連結性を高める取組、

づくりのための

④能力構築支援を通じたガバナンスの強化、⑤海

議論を行ってい

洋安全保障及び海上安全の確保、を始めとした取

ます。

マララ・ユスフザイ氏

組を進めていきます。

TIDADⅥでの安倍総理演説
（2016年）
（写真提供：内閣広報室）

※1 【軍縮・不拡散】：軍縮とは、軍備の縮小・削減・廃絶を目指すものです。不拡散とは、兵器一般、特に核兵器・生物兵器・化学兵器などの大量破壊兵器やそれらを運ぶミサ
イル、開発に用いられ得る物資や技術などが広まることを抑制・阻止することをいいます。
※2 【軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）】
：2010年に日豪が主導して立ち上げた地域横断的な非核兵器国のグループであり、現実的かつ実践的な提案を通じて、核兵器国と
非核兵器国との橋渡しを目指しています。
※3 【法の支配】
：「法の支配」とは、一般に、全ての権力に対する法の優越を認める考え方で、公正で公平な社会の基礎であるとともに、友好的で公平な国家間関係の基盤です。
国連PKO要員に対する能力構築支援
（重機操作）
写真提供：防衛省
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国連総会決議2625「友好関係原則宣言」
（1970年）、
「2005年世界サミット（国連首脳会合）成果文書」でも、
「法の支配」の推進や国際法に基づく国際秩序形成への積極的関
ソマリア沖・アデン湾での海賊対処

写真提供：防衛省

与について示されています。また、2012年の国連総会では「法の支配」をテーマにしたハイレベル会合が開催されており、国際社会での議論が進められています。
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Development Cooperation

開発協力 ー世界の様々な課題の解決への取組ー
開発協力とは、開発途上地域の開発を主たる目的とする政府及び政府関係機関による国際協力活動のことです。世界の責任
ある主要国として、
日本は、
2015年2月に閣議決定された開発協力大綱の下、
ＯＤＡを中核とする開発協力の推進を通じて、
貧困や感染症などの途上国の抱える開発課題に取り組んでいます。どの国も一国のみでは平和と繁栄を確保できなくなっ
ている現在の国際社会において、こうした貢献は、日本の平和と安全、更なる繁栄といった国益の確保に不可欠なものです。

保健医療課題への取組

防災への取組

従来、開発途上国が抱える保健医療の課題は、子どもや妊産婦の高い死亡率、不

衛生に起因する感染症等、日本とは異なる保健上の課題が顕著でしたが、今日では、

し、自然災害による経済的損失は年間平

数多く生まれています。こうした課題への対応を含む持続可能な開発のための

本は、2015年3月に仙台市で開催され

新型コロナウイルスを始めとする感染症、生活習慣病、高齢化など、共通の課題が
2030アジェンダ
（下記FOCUS参照）
達成のための知見を多く有する日本は、2015
年に策定された
「平和と健康のための基本方針※1」
の下、国際保健を外交の重要課題
と位置づけ、国内外の様々な関係者と協力しながら、多様な取り組みを進めてい

人間の安全保障

※2

全ての人々が恐怖や欠乏から免れ、人間の尊厳を実現することは、国際社会を安定
させ、日本に平和と繁栄をもたらします。日本は、人間一人ひとりに着目し、保護と能力
強化を通じて個人が持つ豊か
な可能性を実現する人間の安

政府・国際社会による個人の

保護

全保障の理念を推進し、開発

世界では毎年2億人もの方々が被災

ます。特に、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大のような公衆衛生危機への国

均1,400億ドルと言われています※3。日

た第3回国連防災世界会議で、開発のあ

らゆる段階に防災の視点を導入する
「防
災の主流化」
を主導し、２０１９年６月に
「仙

台防災協力イニシアティブ・フェーズ２」

際的対応の強化、三大感染症
（エイズ・結核・マラリア）
を始めとする感染症への対応

を発表し，途上国等への防災支援を行う

課題への支援を通じて、人間の安全保障の理念の下、すべての人が、効果的で良質

日本をはじめ142カ国が共同提案して、

ス・カバレッジ
（UHC）
の実現に向け、世界の人々の健康向上に貢献しています。

5日）
の普及啓発にも力を入れています。

と中期的な支援、母子保健、非感染性疾患及び栄養不良といった保健分野の様々な
な保健医療サービスを負担可能な費用で受けられることを指すユニバーサル・ヘル

など積極的に取り組んでいます。また、
国連で制定された
「世界津波の日」
（11月

支援や地球規模の課題の解
決に向けた取組を進めていま
す。

脅威に自ら対処できるように
するための個人・コミュニティの

能力強化

（ エンパ ワ ーメント）

環境・気候変動問題
への取組

科学技術分野の
外交推進

気候変動、海洋プラスチックごみ問題、
生物多様性の損失を含む地球環境問題
は、人類の生存・存続にとって深刻な脅威
です。日本は、環境分野での国際的なルー
ルづくりや、公害の経験も踏まえた、優れ
た環境技術の普及による途上国支援など
に取り組んでいます。

人道支援
人道支援とは、人道主義に基づく人命救助、
苦痛の軽減、人間の尊厳の維持・保護のため
に行われる支援のことであり、緊急事態への

日本の優れた科学技術を活かして、

労働は社会を形成する人間

地球環境、資源エネルギー、保健、防災、

の根本的な営みの一つです。現

食料等に関する国際的な課題解決に貢

在、世界の失業者が２億人を超

献するとともに、二国間・多国間の協力

える中で、国際的に、ディーセ

関係の強化を進めています。

ント・ワーク
（働きがいのある
人間らしい仕事）の実現が必要
です。日本は、アジアでの技術

対応だけでなく、災害の予防、救援、復旧・復

協力や国際労働機関
（ILO）を通

興支援なども含まれています。日本は、人間

じた途上国支援などにより、世

の安全保障の観点から、人道危機の多様な状
況を踏まえて、適切かつ積極的な人道支援を
行っています。

労働問題の解決
に向けて

界の労働問題の解決のために

シリア・アレッポの教育支援現場を訪問する
UNHCR邦人職員

© UNHCR/Antwan Chnkdji

連結性の強化

国際宇宙ステーション
（ISS)日本実験棟「きぼう」

© JAXA/NASA

FOCUS

世界人口の半数以上を養う世界の活力の中核であるインド太平洋地域における
安定と繁栄を確保していくためには、成長著しいアジアと潜在力溢れる中東・ア
フリカ地域の連結性の強化が重要です。
「自由で開かれたインド太平洋」の実現に
向けて、①国際スタンダードに則っ
た質の高いインフラの整備による
「物理的連結性」に加え、②通関円
滑化等の「制度的連結性」
、③人材
育成や人材交流を通じた
「人的連結
性」
の向上に取り組んでいます。

貢献しています。

持続可能な開発目標
（SDGs）
の推進

持続可能な開発目標（SDGs）は、2015年９月の国連サミットにおいて、全会一致で採択された
2030年までの国際的な開発目標です。全ての国が取り組むべき17の包括的な目標が掲げられてい
ます。
日本政府は、総理大臣を本部長、全ての閣僚を構成員とするSDGs推進本部の下、民間企業や地方
自治体を含む様々なステークホルダーと連携し、SDGsを推進しています。
SDGs推進本部では、2017年から毎年、SDGsへの貢献を「見える化」することを目的として、政府
の施策のうちの重点項目を整理した「SDGsアクションプラン」を策定すると共に、SDGs達成に資す
る優れた取組を行う企業・団体等を「ジャパンSDGsアワード」を通じて表彰しています。
SDGs達 成 に は 様 々 な 関 係 者 が 連 携 し て 取 り 組 む こ と が 重 要 な と こ ろ、ア フ リ カ 開 発 会 議
（TICAD）や国際女性会議WAW!、G7やG20等の会合も通じ、国内外の関係者と連携しながら具体的
な取組を推進しています。

※1 【平和と健康のための基本方針】：「開発協力大綱」の保健分野の課題別政策として、2015年9月、健康・医療戦略推進本部において決定。公衆衛生危機・災害などにも強い
日本が長年にわたって整備に取り組んできたスリランカ西岸の
コロンボ港
写真提供:JICA

5

写真提供：今村健志朗/JICA

社会の実現、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（全ての人が負担可能な費用で基礎的な医療サービスを受けられること）の推進と日本の知見・技術・医療機器・サービス
の活用を掲げています。
※2

外交上の重要課題と位置づけたのは2013年の国際保健外交戦略。

※3

出典：ECONOMIC LOSSES, POVERTY & DISASTERS 1998-2017
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Global Economy

日本経済の成長と繁栄の追求
国際情勢の流動化や人口減少、少子・高齢化、財政赤字など、日本の国内外で経済環境が厳しさを増しています。日本経済
をさらに強くし、地域や世界の繁栄に貢献するべく、積極的に取り組んでいます。

FOCUS
外務本省・在外公館が一体と
なった日本企業の海外展開支援
海外における日本企業のビジネスを後押しするため、

自由で開かれた国際経済システムを強化するための
ルール作り
日本経済の安定的な成長のためには、国際的

なルール作りへの参画が不可欠です。ＴＰＰ１１協

定、日ＥＵ・ＥＰＡ※1、日米貿易協定、日英ＥＰＡ、
ＲＣ

ＥＰ協定等の着実な実施や新規の経済連携協

「信頼性のある自由なデータ流通」
の実現に向けた
取組
ポスト・コロナ及び「新しい資本主義」のコンセプトの下、デジタル分野の取組が重要性

外務本省・在外公館が一体となって日本企業の海外展

を増しており、
「信頼性のある自由なデータ流通」
（DFFT）
の実現に向け、様々な場で取り

開を支援しています。

組んでいます。まず、ＷＴＯにおいては、８６か国・地域が参加する電子商取引に関する国

外務本省では官民連携推進室が、また海外では、ほ
ぼ全ての在外公館に設置された
「日本企業支援窓口

際的なルール作りの交渉を共同議長国として推進しています。２０２１年１２月には共同議
長国による閣僚声明を発出し、交

（日本企業支援担当官）
」
が「開かれた、相談しやすい公

渉の進捗について報告しました。ま

館」
を目指して、個別企業からの相談・支援要請などに

た、２０２１年１０月のＧ７貿易大臣

積極的に対応しています。例えば、個別企業の商談や

会合においても、DFFTの重要性

広報について支援を行うほか、詳細な現地情報の提供

に合意し、デジタル保護主義に対

やアドバイスを始め、現地要人との人脈形成や広報活

する懸念を共有し、Ｇ７デジタル貿

動への助言、
トラブル解決などのための現地企業や相

易原則の採択が実現しました。

手政府への働きかけ・申入れなど、在外公館ならではの

定・投資協定の交渉の推進は、自由で公正な経

人脈を活かした効果的なサポートも行っています。

セッションで発言する安倍総理
（写真提供：内閣広報室）

済秩序の構築に貢献するものです。また、
日本は、

ＷＴＯ※2、ＯＥＣＤ※3、Ｇ７・Ｇ２０、ＡＰＥＣ※4などの

多数国間の枠組みを通じて、国際経済の成長と

2021年10月 G20ローマ・サミット
（写真提供：
内閣広報室）

安定に向けた国際的な政策協調やルールに基づく多角的貿易体制の維持・強化を
引き続き主導しています。

官民連携の推進による
日本企業の海外展開
支援

※1 【EPA（経済連携協定）】
：貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素などを含む幅広い経済関係の
強化を目的とする協定。
※2 【WTO（世界貿易機関）】
：多角的貿易体制の中核を担う国際機関。①貿易自由化のためのルール作り、②貿易に関連する国際ルールであるWTO協定の履行の監視、③WTO
協定上の紛争解決の三つの機能を果たしています。

資源外交と
対日直接投資の促進
国民生活の基盤となるエネルギー・

※3 【OECD（経済協力開発機構）】
：加盟国間の協議等を通じ、①経済成長、②途上国の開発、③自由かつ多角的な貿易の拡大の政策推進を目的とした国際機関。
※4 【APEC（アジア太平洋経済協力）】
：アジア太平洋の21の国と地域が参加する、貿易・投資の自由化と円滑化を通じた地域経済統合の推進、経済・技術協力等を実施する枠
組み。

国際儀礼

M O FA

外務省では、本省と在外公館が一体

鉱物資源や食料の多くを輸入に頼る日

となって、中堅中小企業を含む日本企

本にとって、これら資源の安定的かつ

業の海外展開をバックアップしていま

安価な供給確保は重要な課題です。外

す。東京電力福島第一原発事故後の各

務省は、関係国際機関や供給国との関

外国賓客の接遇、総理大臣や外務大臣等の外国訪問の支

国・地域による日本産食品に対する輸

係強化等、戦略的な資源外交を進めて

援、外国人に対する叙勲の推薦など、国際儀礼を踏まえて行

入規制撤廃に向けた働きかけや、日本

います。また、日本が国際的な貿易・投

の農林水産物・食品の輸出促進にも力

資の中核拠点となるべく、対日直接投

を入れています。

資の促進にも力を入れています。

外務省では、儀典長の下で国際儀礼
（儀典／プロトコール）
、
つまり、外交上の儀礼に関する事務をつかさどっています。天
皇皇后両陛下や皇族の外国ご訪問に関わる業務、訪日する

う業務は多岐に渡っています。また、日本にある157か国*の
大使館や53の領事機関への支援業務や、派遣された外交
官・領事官やその家族
（約4,700名）
の接受も行っています。
これらは、外交を円滑に進める上で重要な役割を果たしてい
ます。

*EU代表部を含む。2021年12月現在。

Q&A

？

外務省に関する、よくある質問にお答えします。

外務省ができたのはいつですか？

A

1869年
（明治2年）に
「外務省」という組織が作られました。開国し
た江戸時代の終わり頃に結んだ条約の多くが日本にとって不利な
内容だったため、条約の改正が重要外交課題の一つでした。

日本の大使館が一番初めにできた外国はどこですか？

A

英国です。日本政府は1870年
（明治3年）10月に初めて常駐の外交
使節を米国とフランスに派遣し、その後各国に公使館を設置しま
した。日本の国際的地位向上に伴い、1905年
（明治38年）12月、英
国にあった公使館が最初に大使館に昇格しました。

外務省の女性職員の割合はどれぐらいですか？

A
日本米の紹介イベント
（2021年9月、
米国・ナッシュビル）

日本人が多く住んでいる外国の国はどこですか？

国際再生可能エネルギー機関
（IRENA）
理事会において
発言する鷲尾副大臣
（2021年5月25日）

外国大使の信任状捧呈式

7

全職員のうちの約35%が女性です。男女によって仕事が区別され
ることはなく、女性も大いに実力を発揮しています。

写真提供：宮内庁

1位 米国
（429,889人）
、2位 中国
（107,715人）
、3位 オーストラリア
（93,451人）
、4位 タイ
（82,574人）
です。
（2021年10月現在）

A
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Broaden Understanding

Together with the People

日本についての理解の促進

「国民と共にある外交」の推進

外交政策を円滑かつ効果的に行い、また、日本人が国境を越えた活動や世界の人々との交流を円滑に進める上で、日本への

観光やビジネス、留学、途上国支援などの様々な目的を持った多くの日本人が海外に渡航したり滞在したりしています。外

関心を高め、理解と信頼・親近感を深めてもらうことが不可欠です。外務省は、日本の外交政策や一般事情に関する様々な

務省はこれら在留邦人の生命・身体の安全を守るとともに、国際協力や国際交流など外交活動の一端を担うような個人や

情報を積極的に発信するとともに、海外での日本文化の紹介や日本語の普及に対する支援、人的交流などを行っています。

団体の活動も積極的に支援しています。また、国民の理解と支持を得て外交政策を進めるため、外務省は、政策の内容や政

戦略的対外発信

文化や人の交流の促進

グローバル化や情報技術の発達によ

異なる背景や文化を持つ国と国、人と人との信頼関係

り、自国についての国際的な認識やイ

を育て友好関係を発展させていく上で、相互理解は不

メージを適切にマネージしていくこと

可欠です。

が、 外 交 政 策 を 推 進して いく上 で
益々重要になっています。
外務省は、外国の国民や有識者に、
日本に関する正しい理解を深め良好な
対日イメージ・親近感を持ってもらうた
めに、日本の外交政策や多様な魅力を
積極的に発信するとともに、親日派・知
日派の育成に取り組んでいます。例え
ば、外国メディアへの情報提供、ウェブ
サイトやソーシャルメディアによる発
信、有識者等による講演活動、各種日
本紹介イベントの開催、諸外国のオピ
ニオンリーダーやジャーナリスト、イン
フルエンサーなどの日本への招へいな

外務省は、様々な分野において交流や協力を推進する
とともに、民間団体などの国際交流活動も積極的に支援
しています。また、国境や文化の垣根を越え、人と人とが
触れ合う取組として、日本と各国・地域との間で、政府関
係者・有識者・文化人・一般市民への日本文化紹介、留
学生交流や青少年などの交流、スポーツ交流などを行っ
ています。このような人的交流や訪日観光の促進のため、
査証
（ビザ）
の緩和にも取り組んでいます。

スポーツ外交の推進
スポーツは言語を超えたコミュニケーションを可能
とし、友好親善や対日理解の増進の有効な手段となり
ます。外務省は、2015年度からスポーツ外交推進事
業を実施、二国間関係の発展にも貢献しています。

どが挙げられます。

異なる文化を持つ人々との相互理解
を深める上で、ユネスコや国連大学な
どの国際機関を通じた多国間協力もま
すます重要となっています。日本は、文
化遺産保護や教育の普及などの分野で
積極的に国際貢献を行い、文化や教育
を通じた国際社会の安定や、日本への
理解促進に努めています。

途上国の文化の振興への協力
開発途上国では、経済・社会の発展にともない、自国
の文化の維持･保全･振興に対する関心が高まる傾向
があり、多くの国で経済や社会インフラ整備だけでな
く、文化面も含めた国づくりが行われています。日本は
これらの国々との相互理解を深め、文化や高等教育の
振興、文化遺産の保護等を目的とする
「文化分野の無
償資金協力」
をODAの一環として実施しています。

「日本を知る衝撃を、世界へ」

外務省は、日本の多様な魅力や政策・取組を発信し、日本に興味や親近感を持
つ人を増やすことを目的とした
「ジャパン・ハウス」
をサンパウロ
（ブラジル）
、ロサンゼ
ルス
（米国）
及びロンドン
（英国）
の世界3都市に設置し、運営しています。
ジャパン・ハウスには、展示スペース、講演会・セミナーを開催するホールやセミナー

外務省は、海外に渡航・滞在する日本人が安全

国際機関で働く日本人に
対する支援

に活動・生活できるよう海外の様々な脅威や危険

現在、世界中の国際機関で多くの日本人

を分析し、安全対策に役立つ情報を発信するとと

職員が働いています
（国連関係機関､ 専門

もに、日本人が事件、事故に遭った際の支援を行っ

職以上：918人（2020年末時点、外務省調

ています。また、官民連携や諸外国との協力を通

べ））。こうした日本人職員は､ 国際社会に

じ、安全対策や支援体制の強化に努めています。

おける日本のプレゼンス強化や国際機関

また、海外の日本人の身分関係に関する手続き

との関係強化にとっても非常に重要な存

や、証明、在外選挙、旅券（パスポート）の発給のほ

在です。外務省は関係府省庁や団体と連携

か、外国人への査証（ビザ）発給などの領事事務を

し、より多くの日本人が世界で活躍・貢献

行っています。

できるよう各種支援を実施しています。

地方自治体などとの連携
国際的な相互理解、信頼関係の構築、日本の
ブランド力強化など幅広い分野で重層的に良
好な国際関係を築いていく上で、地方自治体
外務省は、オールジャパンでの総合的外交
力を強化する、また、地方創生に資する力強い
外交を推進するとの考えから、ＯＤＡの活用
も含め、国際的な交流を進める地方自治体な
どとの共催

国際協力活動や緊急人道支援に携わる多

くの日本のNGOが、貧困や地域紛争、気候変

動や災害復興など様々な課題を抱える開発
途上国において、現地の草の根レベルでの

ニーズを把握し、柔軟できめ細かい支援を実
施しています。

外務省は、そのようなNGOを日本の顔の

見える国際協力のパートナーと位置づけ、
様々な施策を通じ

てその活動を側面

事業や連携

支援するとともに、

強化を積極

意見交換等を行い
緊密に連携してい

的に行って
います。

非政府組織
（NGO）
との連携

外務省と地方自治体の共催による地方視察ツ
アーで外交団に地方の魅力をPR

ます。

外交政策を進める上で、国民の理解と支持は不可欠です。
外務省は、新聞・雑誌・テレビなどの各種メディアや外務省
ホームページ・ソーシャルメディア、外交青書、各種講演会など
を通じて情報発信を行い、外交政策の内容や意義などについて、

様々な政策、観光などの情報や体験を来館者に提供しています。展示スペースでは、

タイミング良く分かりやすい積極的な説明に努めています。

ます。

ジャパン・ハウス サンパウロ 設計は隈研吾氏
写真提供：JAPAN HOUSE Sao Paulo/Rogerio Cassimiro

平成29年度「障がい児のためのイン
クルーシブ教育推進事業」
（カンボジア：
（特活）
難民を助ける会）

国民への情報発信と広聴活動

ルーム、ショップ、
レストラン、ライブラリーなどがあり、日本の文化、技術、地域の魅力、
公募により選ばれた巡回展や、現地のニーズを踏まえた様々な企画展を開催してい
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海外における日本人への支援

は重要な役割を果たしています。

国際機関を通じた取組

FOCUS

府の役割などについて、各種メディアや外務省ホームページ、ソーシャルメディアを通じた情報発信に努めています。

また、外務省ホームページの「御意見・御感想」ページなどを通じて寄せ
られる国民の皆様の意見も広く聴き、政策立案などの参考としています。
10

日本の在外公館

大使館

総領事館

政府代表部

（2022年1月現在）

海外で活躍する日本人を守るために ～海外に滞在・渡航される方への情報発信～
世界各地には、日本人が被害にあう可能性のある犯罪や日本では馴染みのない感染症、テロなどの脅威が存在していますので、意識を海
外モードに切り替え、十分な安全対策をとる必要があります。外務省は、海外安全ホームページや「たびレジ」など様々な方法で安全情報
を発信しています。

● 海外安全ホームページ
それぞれの国・地域の詳細な安全情報を
掲載し、現地で安全に過ごすためにどのよ
うなことに注意すべきかを紹介していま
す。 ま た、 海
外での安全対
策をわかりや
すく紹介した
パンフレット
なども掲載し
ています。

● 海外安全情報メール配信サービス
「たびレジ」
海外渡航の前にメールアドレスなどを
「たびレジ」に登録すると、渡航先の最新
の安全情報を受け取れるメール配信サービ
スです。登録した情報は、滞在先で事件や
事 故・ 災 害 等 が 発
生し、在外公館が
安否確認する際に
も利用されます。

● 在留届
現地に 3 か月以上滞在される方は、最寄
りの在外公館に「在留届」を提出すること
が法律上の義務です。
（電子届出できます。）
領事メールで最新の安全情報や、緊急時の
在外公館からの連絡を受け取れます。

Ⓒさいとう・たかを

外交史料館

外務省

日本の外交史料を保存・管理・編さんしており、
幕末以来の貴重な条約書などの展示と、外交
史料についての閲覧・レファレンスサービスを、
いずれも無料で行っています。

外務省
ホームページ

外務省
ツイッター

〒 106-0041 東京都港区麻布台 1-5-3
TEL：03-3585-4511

外交史料館
ホームページ

イベント情報

外務省

フェイスブック

日米修好通商条約

外務省

〒 100-8919

東京都千代田区霞が関 2-2-1

TEL：03-3580-3311（代）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/
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