
１．概観
（１）内閣・内閣本府等関係予算
内閣・内閣本府は、重要施策に関する企画立案・総
合調整の機能を担っており、その所掌は、2．で取り上
げるデジタル田園都市国家構想の実現・地方創生、沖
縄振興、宇宙政策等のほか、防災、北方対策、海洋政
策など、極めて広い分野にわたっている。また、消費
者庁、金融庁、公正取引委員会などの外局等も有して
いる。このような幅広い分野における諸課題への対応
のため、内閣・内閣本府等の4年度予算は、全体とし
て対3年度122億円増の37,631億円を計上している＊1。

（２）デジタル庁予算
デジタル庁は、デジタル社会の実現に関する司令塔

として、国民の利便性の向上や、行政や公共分野にお
けるサービスの質の向上を図るため、国、地方公共団
体、事業者などの関係者によるデジタル化の取組を牽
引していく役割を担っている。このような中、情報シ
ステム関係予算は、情報システムに関するプロジェク
トを統括・監理するため、4年度予算では、4,601億
円を一括計上している。デジタル庁の4年度予算は、
これを含め、4,720億円を計上している。

（３）復興庁予算
復興庁は、東日本大震災からの復興に関する事業の

＊1） 警察庁を除く。また、3年度予算額は、4年度予算額との比較対照のため、組替えをしてある。
＊2） 東日本大震災復興特別会計の4年度歳出額8,413億円のうち、復興加速化・福島再生予備費（財務省所管：1,500億円）及び震災復興特別交付税（総

務省所管：919億円）等を除いた復興庁所管計上分の予算額である。
＊3） 4年度からODAの対象外となる経費（80億円）の影響を除いたもの。
＊4） 特殊要因及びシステム関係経費のデジタル庁移管分（3年度180億円、4年度170億円）を除く。特殊要因を含めた外務省予算（総額）は、4年度は

6,904億円。

円滑かつ迅速な遂行を図るため、東日本大震災からの復
興に関する施策の企画立案・総合調整等を行っている。
各省庁所掌の予算については、復興に関する行政各部
の事業を統括・監理する一環として、復興庁が所管する
東日本大震災復興特別会計に一括計上している。復興
庁の4年度予算は、「第2期復興・創生期間」の2年度
目において、被災地の復興に必要な取組を確実に実施
するため、5,790億円＊2を計上している。

（４）外交関係予算
外交関係予算に関し、4年度のODA（政府開発援
助）予算は、新型コロナウイルス感染症の国際的な収
束や、気候変動対策を含む開発・人道支援ニーズ、
「自由で開かれたインド太平洋」の具体化のために重
点的に予算を配分し、対3年度12億円増の5,612億
円＊3となっている。
また、4年度の外務省予算については、ア．新型コ

ロナウイルス感染症、地球規模課題等への対応、イ．
「自由で開かれたインド太平洋」の実現等、ウ．戦略
的対外発信、外交・領事実施体制の強化を柱にして、
ODA予算を確保しつつ、外交活動を支える予算にも
重点的に措置し、対3年度31億円増の6,901億円＊4

を計上している。
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２．内閣・内閣本府等関係予算
内閣・内閣本府等関係予算の主な項目は以下のとお

りである＊5。

（１） デジタル田園都市国家構想の実現・地方
創生の推進（内閣官房デジタル田園都市
国家構想実現会議事務局、内閣府地方創
生推進事務局）

4年度予算では、これまでの地方創生の取組に加え、
デジタル田園都市国家構想の実現が大きな政策課題と
なった。
これを踏まえ、具体的な成果目標とPDCAサイク

ルを設定・確立いただいた上で地方公共団体による自
立的・先導的な取組を支援する地方創生推進交付金に
つき、デジタル技術を活用した取組を高く評価するな
ど、類型に応じた制度変更をした上で引き続き1,000
億円を措置することで、地方公共団体の創意によるデ
ジタル技術の実装、地域の課題解決を後押しすること
としている。

＊5） 内閣府予算のうち、子ども・子育て本部計上の社会保障関係費、総合科学技術・イノベーション会議関係の予算、警察庁予算、公共事業関係費等は、
内閣係以外の係において査定がなされている。ここでは、内閣係の担当分野における「主な項目」について紹介している。

＊6） 自動車安全特別会計空港整備勘定計上分を含む。

また、本交付金の一部を用いて行う移住支援金につ
いて、これまでの単身最大60万円、世帯最大100万
円に加え、子育て世帯加算として18歳未満の帯同人
数×30万円を追加で支給するよう拡充することとし
ている。
このほか、4年度新規事業として、企業や大学など

のDX人材をチームとして地域に派遣し、デジタル技
術の実装に必要な専門的知見・ノウハウを補完して自
治体等による地域の課題解決をサポートするための経
費として、1億円を計上している。

（２）沖縄振興予算（内閣府沖縄担当部局）
沖縄振興策を総合的・積極的に推進する観点から、

公共事業関係費等、沖縄振興一括交付金、沖縄科学技
術大学院大学、沖縄健康医療拠点整備などについて、
所要額を積み上げ、総額2,684億円＊6を計上している。
4年度においては、学習支援や夕食の提供などを行
う子供の居場所の設置、貧困家庭に訪問支援を行う支
援員を中心とする「沖縄子供の貧困緊急対策事業」や
北部・離島の自治体への支援（「北部振興事業」、「沖

資料1：内閣・内閣本府等、デジタル庁、復興庁及び外交関係予算
令和4年度一般会計歳出予算（内閣、デジタル、復興、外務・経済協力係）� （単位：億円）

所　　　管 令和3年度予算額 令和4年度予算額 対前年度増▲減額 備　　　考
皇 室 費 124 73 ▲51
国 会 1,312 1,283 ▲29
会 計 検 査 院 168 169 1
内 閣・ 内 閣 本 府 等 37,510 37,631 122

【うち内閣主計官担当分】 5,410 5,289 ▲121
内 閣 1,078 1,072 ▲6
内閣本府等（警察庁除く） 36,431 36,560 128

【うち内閣主計官担当分】 4,332 4,217 ▲114
デ ジ タ ル 庁 3,096 4,720 1,624

【うち内閣主計官担当分】
うちデジタル係
うち外務・経済協力係
うち内閣係

1,060 1,443 383
834 1,109 275
138 170 32
88 164 76

外 務 省 6,959 6,904 ▲55

外務・経済協力係 
担当分

財 務 省 780 778 ▲2
文 部 科 学 省 343 340 ▲3
厚 生 労 働 省 111 110 ▲1
農 林 水 産 省 29 28 ▲1
経 済 産 業 省 54 53 ▲1

計 50,487 52,091 1,604

令和4年度東日本大震災復興特別会計歳出予算� （単位：億円）
所　　　管 令和3年度予算額 令和4年度予算額 対前年度増▲減額 備　　　考

復 興 庁 6,216 5,790 ▲426
（注1）計数はそれぞれを四捨五入しているため、端数において合計に合致していないものがある。
（注2）令和3年度予算額は、令和4年度予算額との比較対照のため、組替えをしてある。
（注3）令和3年度予算額には、令和4年度からデジタル庁一括計上となる「各府省システム」が含まれる。
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縄離島活性化推進事業」）を強化するとともに、導入
できる再生可能エネルギーの選択肢が限られる沖縄に
おいて脱炭素の取組を進めていくため、クリーンエネ
ルギー導入促進に必要な経費を新規計上している。

（３） 情報収集衛星の開発・運用の推進  
（内閣衛星情報センター）

安全保障及び大規模災害への対応等の危機管理のた
めに必要な情報の収集を目的とした情報収集衛星につ
いて、その開発・運用を効率的に推進するための経費
として、625億円を計上している。

（４） 宇宙開発利用に関する施策の推進  
（内閣府宇宙開発戦略推進事務局）

精度や信頼性の高い衛星測位を可能とする実用準天
頂衛星システムについて、現行の4機体制での運用を
着実に実施するとともに、7機体制の確立に向けて
5-7号機の開発等を効率的に推進するための経費とし
て、168億円を計上している。
また、我が国を取り巻く国際的な宇宙開発の情勢を

踏まえて、必要な技術動向等の調査を行うとともに、

多様な分野における産学の高度な技術を活かした研究
開発・実証を省庁横断で強力に推進するため、宇宙開
発利用推進費13億円を計上している。

（５）政府広報の推進（内閣府政府広報室）
政府の重要施策について、国民の理解を更に深める
ための効果的な国内広報の推進や、我が国の基本的立
場や政策に関する国際社会の理解の浸透を図るため、
国際広報活動の実施に必要な経費として、81億円を
計上している。

（６） 子供の貧困対策の推進  
（内閣府政策統括官（政策調整担当））

地域における子ども食堂・学習支援といった子供の
居場所づくり、見守り支援等を推進する自治体による
子供の貧困対策を支援するとともに、教育・福祉等の
データ連携に向けた調査研究、貧困状態の子供の実態
等を把握するための調査研究等の実施に必要な経費と
して、4億円を計上している。

資料2：令和4年度内閣・内閣本府等関係予算のポイント（概要）

令和４年度 内閣・内閣本府等関係予算のポイント（概要）

○ デジタル田園都市国家構想実現に向け、「地方創生推進交付金（１，０００億円）」のデジタル重

点化を進め、自治体の創意によるデジタル技術の実装・地域の課題解決を支援。

併せて、「地方創生テレワーク推進事業（１．２億円）」、企業や大学などのＤＸ人材をチームとし

て地域に派遣して課題解決をサポートする「ＤＸ地域活性化推進事業（１．０億円・新規）」等により、

地方におけるデジタル実装を加速。

また、「関係人口創出・拡大のための対流促進事業（１．０億円）」等により、新型コロナによる変

化の中、地方への人の流れを促進。

○ 沖縄振興策を総合的・積極的に推進していくため、沖縄振興予算について所要額を積み上げ、

２，６８４億円を計上 （自動車安全特別会計空港整備勘定計上分を含む）。 「沖縄子供の貧困緊急対策事業

（１５．６億円）」や「沖縄クリーンエネルギー導入促進調査事業（１．１億円・新規）」などの施策を強化。

所管 令和３年度 令和４年度 増▲減額

内閣・内閣本府等 ３７，５１０【５，４１０】 ３７，６３１【５，２８９】 ＋１２２【▲１２１】

内閣 １，０７８ １，０７２ ▲６

内閣本府等 ３６，４３１【４，３３２】 ３６，５６０【４，２１７】 ＋１２８【▲１１４】

（単位：億円）

※令和３年度予算額は、令和４年度予算額との比較対照のため、組替えをしてある。 【 】は、うち内閣主計官担当分。
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（７） 女性に対する暴力対策の強化  
（内閣府男女共同参画局）

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セ
ンターにおける相談員の処遇改善や24時間365日対
応化を促進すること等により、ワンストップ支援セン
ターの機能強化や運営の安定化を図るとともに、配偶
者暴力（DV）被害者等を支援する民間シェルター等
が官民連携の下で行う先進的な取組に関するパイロッ
ト事業等の実施に必要な経費として、9億円を計上し
ている。

３．デジタル庁予算
デジタル庁の4年度予算は、4,720億円を計上して

いる。うち、情報システム関係予算の一括計上は
4,601億円となっている＊7。国の情報システムを
（1）デジタル庁システム
（2）デジタル庁・各府省共同プロジェクト型システム

＊7） デジタル庁予算について、デジタル係が担当するのはデジタル庁が自ら執行する予算であり、他省庁に移し替えて執行される予算は、それぞれの省庁
の担当係が査定を行う。

（3）各府省システム
に分類の上、3年度予算は（1）デジタル庁システム、
（2）デジタル庁・各府省共同プロジェクト型システ
ム等を一括計上していたが、4年度予算は（3）各府
省システムまで一括計上の対象を拡大した。
デジタル庁予算の主な項目は以下のとおりである。

（１）情報システム関係予算（一括計上）
ガバメントクラウドの整備、マイナポータルの利便

性向上、マイナンバーカード機能（電子証明書）のス
マートフォン搭載等を推進する経費として、4年度予
算において、4,601億円を計上している。

（２）デジタル庁の運営に関する経費
デジタル庁人件費のほか、コンプライアンス確保、
情報システム調達に係る制度・体制・手法等の検討・
調査を実施する経費等として、77億円を計上している。

資料3：令和4年度デジタル庁予算のポイント（概要）

○ デジタル庁の令和４年度当初予算は、４，７２０億円を計上。

○ 情報システム関係予算の一括計上は、４，６０１億円。

①デジタル庁システム （デジタル庁が整備・運用）

②デジタル庁・各府省共同プロジェクト型システム （デジタル庁と各府省が共同で整備・運用）

③各府省システム （各府省で整備・運用）

のうち、令和３年度当初予算は①デジタル庁システム、②デジタル庁・各府省共同プロジェクト

型システム等を一括計上。令和４年度当初予算は③各府省システムまで一括計上の対象を拡

大。

○ 運営等経費は、１２０億円。具体的には、デジタル庁の運営に関する経費７７億円、政策

（マイナンバー制度の推進等）に関する経費４２億円を計上。

令和４年度 デジタル庁予算のポイント（概要）

所管 令和３年度 令和４年度 増▲減額

デジタル庁 ３，０９６【８３４】 ４，７２０【１，１０９】 ＋１，６２４【＋２７５】

一括計上対象経費 ３，０３０【７６８】 ４，６０１【９９０】 ＋１，５７１【＋２２２】

R3一括計上対象分 ３，０３０【７６８】 ３，２６９【９９０】 ＋２４０【＋２２２】

R4一括計上拡大分 － １，３３１【－】 ＋１，３３１【－】

運営等経費 ６７【６７】 １２０【１２０】 ＋５３【＋５３】

※令和３年度予算額は、令和４年度予算額との比較対照のため、組替えをしてある。【 】は、うちデジタル係担当分。

（単位：億円）
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（３）デジタル庁の政策に関する経費
マイナンバー制度の広報や公金受取口座登録の促進

を図る経費、準公共分野について、デジタル庁・関係
府省庁及び関係機関等を含めた推進体制の整備、各分
野におけるデジタル化やデータ連携の実証等を実施す
る経費等として、42億円を計上している。

４．復興庁予算
4年度の復興庁予算については、地震・津波被災地

域では、心のケア等の被災者支援などきめ細かい取組
を着実に推進するとともに、原子力災害被災地域で
は、帰還・移住等の促進など本格的な復興・再生に向
けた取組を推進するなど、復興のステージに応じたき
め細やかな取組を継続して進めるものとなっている。
復興庁予算の主な項目は以下のとおりである＊8。

＊8） 復興庁予算について、復興係が担当するのは復興庁が自ら執行する予算であり、他省庁に移し替えて執行される予算は、それぞれの省庁の担当係が査
定を行う。ここでは、主に復興係が査定を行う項目について記述する。

（１）被災者支援総合交付金
復興の進展によって生じる、「心身のケア」、「コ
ミュニティ形成・再生」、「住宅・生活再建の相談支
援」及び「心の復興」等の課題に対して、地方公共団
体等における被災者支援の取組を一体的に支援するた
めの経費として、115億円を計上している。

（２）福島再生加速化交付金
福島の再生を加速するため、避難指示を受けた12
市町村等に対して、長期避難者への支援から早期帰還
への対応及び新たな住民の移住・定住の促進の施策等
を一括して支援するための経費として、701億円を計
上している。

（３）国際教育研究拠点推進事業
東日本大震災からの復興における「創造的復興の中
核拠点」を構築するため、法人設立準備や施設整備、

資料4：東日本大震災復興特別会計　復興庁所管予算のポイント（概要）

令和４年度 東日本大震災復興特別会計予算の概要（総額 ８，４１３億円）

 地震・津波被災地域では、心のケア等の被災者支援などきめ細かい取組を着実に推進する。
 原子力災害被災地域では、帰還環境整備など本格的な復興・再生に向けた取組を推進する。
 加えて、福島はじめ東北地方が創造的復興を成し遂げるための取組を進める。

（注１）上記の他、震災復興特別交付税 億円、予備費 億円 等 （注２）復興財源フレーム対象経費は 億円（予備費除く）

 生活再建のステージに応じた切れ目のない支援を実施。
被災者支援総合交付金（ 億円）、被災した児童生徒等への就学等支援（ 億円）、地域医療再生基金（ 億円） 等

被災者支援 ２７８億円

 災害公営住宅に関する支援を継続するほか、災害復旧事業等について支援を継続。
家賃低廉化・特別家賃低減事業（ 億円）、災害復旧事業（ 億円） 等

住宅再建・復興まちづくり ５０８億円

 福島県農林水産業の再生等の取組を引き続き実施するとともに、ALPS処理水の処分に伴う対策として被災県への水産に係る
加工・流通・消費対策を実施。
水産業復興販売加速化支援事業（ 億円）、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（ 億円）、
福島県次世代漁業人材確保支援事業（ 億円）、福島県農林水産業復興創生事業（ 億円） 等

産業・生業（なりわい）の再生 ３４７億円

 避難指示解除区域での帰還環境整備や特定復興再生拠点区域の整備、中間貯蔵施設の整備等を着実に推進。
 風評払拭及び放射線に関するリスクコミュニケーションの取組を推進。

特定復興再生拠点整備事業（ 億円）、特定復興再生拠点区域外に係る調査等事業（ 億円）、福島再生加速化交付金（ 億円）、
中間貯蔵施設の整備等（ 億円）、風評払拭・リスクコミュニケーション強化対策（ 億円） 等

原子力災害からの復興・再生 ４，４５２億円

 福島はじめ東北地方の「創造的復興」を成し遂げるための取組を推進。
国際教育研究拠点推進事業（ 億円）、移住等の促進（福島再生加速化交付金の内数）、福島県高付加価値産地展開支援事業（ 億円）、
福島イノベーション・コースト構想関連事業（ 億円）、「新しい東北」普及展開等推進事業（ 億円）

創造的復興 １５７億円
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先行プロジェクトに関する取組の実施に必要な経費と
して、25億円を計上している。

（４）各省庁所掌予算の一括計上
各省庁所掌の予算については、被災地からの要望に

ワンストップで対応するため、被災地の要望を復興庁
において一元的に受理し、これを踏まえ、復興事業に
必要な予算を復興庁が一括して要求し、予算を計上し
ているところであり、4,790億円を計上している。
また、執行段階においても、復興庁が各省庁へ事業の
実施に関する計画等を通知し、予算の配分を行っている。

５．外交関係予算
（１）ODA予算
ア．ODA予算の位置付けと4年度予算の特徴
我が国のODA予算は、経済成長及び経常収支黒字

の拡大を背景に1970年代末から1990年代後半にか
けて大幅に増加した後、財政構造改革に伴い、量から
質への転換を果たした。近年はおおむね横ばいとなっ
ており、「自由で開かれたアジア太平洋」の実現等に
向け活用されている。
4年度における一般会計ODA予算は、新型コロナ

ウイルス感染症の国際的な収束や、気候変動対策を含
む開発・人道支援ニーズ、「自由で開かれたインド太
平洋」の具体化のための協力に重点的に予算を配分
し、前年度より12億円の増加となる5,612億円（3
年度5,599億円）を計上している。

イ．外務省ODA予算
ODA予算の大部分を占める外務省ODA予算は、主

に、無償資金協力、技術協力及び国際機関等への拠出
から構成される。

［無償資金協力・技術協力］
無償資金協力は、返済義務のない資金を供与するも

のであり、主に、所得水準の低い国を対象としてい
る。医療・保健、食糧援助といった基礎的生活分野へ
の援助や、地雷除去、環境保全等の取組への支援、経

＊9） 国際機関等への拠出で記載されている予算額は、非ODA予算も含む。

済発展のために必要な道路・橋梁の建設等インフラ整
備への支援、災害や難民援助にかかる緊急人道支援な
ど、多岐にわたる支援を実施している。
技術協力は、感染症対策や気候変動対策といった途

上国の開発課題に対処すべく、日本の技術や知見を相手
国の技術者等に伝えることを目的として、国際協力機構
が専門家の派遣や研修員の受入れ等を行うものである。
4年度予算においては、「開発協力大綱」（27年2月
10日閣議決定）を踏まえつつ、（1）グローバルな課
題への対処、（2）「自由で開かれたインド太平洋」の
具体化、（3）日本経済を後押しする外交努力等に必
要な経費として、無償資金協力については1,633億円
（3年度1,632億円）、技術協力については1,518億円
（3年度1,517億円）を、それぞれ計上している。
このうち、無償資金協力事業の一部である「施設・
機材等調達方式」については、実施機関である国際協
力機構に資金の滞留が確認されたことから、遅れが見ら
れる案件の予算の見送りを行った。今後も、適正かつ効
率的な予算執行となるよう取り組んでいく必要がある。

［国際機関等への拠出＊9］
国際機関等への拠出については、国連分担金等、条
約等に基づく支払い義務があるもの（分担金・義務的
拠出金）と、政策的判断に基づき任意に拠出するもの
（任意拠出金）から構成される。この任意拠出金につ
いては、（1）国際機関等の活動の成果・影響力、（2）
日本の外交政策上の有用性・重要性、（3）組織・財
政マネジメント、（4）日本人職員・ポストの状況等
を踏まえつつ、メリハリ付けを行っている。
4年度予算では、分担金・義務的拠出金として1,012
億円（3年度1,032億円）、任意拠出金として339億
円（3年度336億円）を、それぞれ計上している。

（２）外務省予算
ODA予算を確保しつつ、対外発信、在留邦人の保

護・支援体制、デジタル化の推進など外交活動を支え
る予算に重点的に措置している。
外務省予算の主な項目は以下のとおりである。
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ア． 新型コロナウイルス感染症、地球規模課題等への
対応

開発途上国における新型コロナウイルス感染症のワ
クチン普及、脱炭素化支援、気候変動対策及びユニ
バーサル・ヘルス・カバレッジ達成に向けた保健分野
への支援等のため、5．（1）イで述べた無償資金協
力・技術協力・国際機関等への拠出に係る経費を計上
している。

イ．「自由で開かれたインド太平洋」の実現等
� 1,120億円（3年度1,100億円）
ODA予算を通じた質の高いインフラに係る支援等

に加え、日米豪印、G7、ASEANとの連携、日台や日
アフリカ（TICAD）関係の促進に係る経費、経済安
全保障の推進に関する経費、日本企業の人権デュー・
ディリジェンス推進など普遍的価値共有のための基礎
的取組への支援等を計上している。

ウ．戦略的対外発信、外交・領事実施体制の強化
［戦略的対外発信の強化］
� 511億円（3年度485億円）
領土・主権・歴史等に係る我が国の政策や取組に関

する発信の強化、親日派・知日派育成のための交流の
推進等のための経費を計上している。

［在留邦人の保護・支援の強化や在外公館の安全対策］
� 147億円（3年度143億円）
海外でのワクチン接種等を懸念する在留邦人の支

援、チャーター機等による退避支援の拡充、在留邦人
実態把握のための体制強化、在外公館施設の整備及び
警備体制の強化等のための経費を計上している。

［外務省デジタル・トランスフォーメーション（DX）
の推進］
� 51億円（3年度42億円）
感染症・災害発生時でもリモートアクセスにより業

務を継続できる環境の維持、次世代公電システムの導

資料5：令和4年度外交関係予算のポイント（概要）

6,871億円 1ドル108円

（注1）ＯＤＡ事業量は、円借款、ＯＤＡ予算（当初＋前年度補正）、国際機関向け拠出国債等発行額の合計。

＜外交実施体制強化のための施策例（27当初で「100億円増」)＞

令和４年度 外交関係予算のポイント（概要）

○ 新型コロナウイルス感染症の国際的な収束や、気候変動対策を含む開発・人道支援ニーズ、「自由で開かれたインド太

平洋」の具体化のための協力に重点的に予算を配分し、一般会計ＯＤＡ予算額は増、ＯＤＡ事業量は過去二番目の水準

４年度 ３年度 増減

一般会計ＯＤＡ予算 ５，６１２億円 ５，５９９億円 ＋１２億円（＋0.2％）

ＯＤＡ事業量 ２兆４，４８１億円 ２兆６,８６０億円 🔺🔺２，３７９億円（🔺🔺8.9％）

【ＯＤＡ】

３＋
一般的な政策経費

2,401（＋47）

任意
拠出金

339
（＋２）

無償資金協力
1,633（＋１）

技術協力等（ＪＩＣＡ）
1,518（＋１）

○ ＯＤＡ予算を確保しつつ、戦略的外交を推進するための外交・領事実施体制や対外発信を強化（特殊要因除きでは２年ぶりの増）

４年度 ３年度 増減

外務省予算（総額） ６,９０１億円 ６,８７１億円 ＋３１億円(＋0.4％)

うち、ＯＤＡ予算 ４,４２８億円 ４,４１８億円 ＋１０億円(＋0.2％)

【外務省予算】

46＋1,517 2,3541,632 336 1,032
（参考）
３年度

○ 令和４年度外務省予算の概要は、以下のとおり。

・オリパラ接遇経費
・在外投票実施
・抗インフル薬備蓄

・在外投票実施

（特殊要因）

（注4）

（注3）

（注1） （注2）

（注2）４年度からＯＤＡの対象外となる経費（８０億円）の影響を除いたもの。

（注3）特殊要因及びシステム関係経費のデジタル庁移管分（３年度１８０億円、４年度１７０億円）を除く。特殊要因及びデジタル庁移管分を含めた外務
省予算（総額）は、３年度は７,０９７億円、４年度は７，０７４億円。

6,901億円 1ドル108円

（注2）

（注4）４年度からＯＤＡの対象外となる経費（８０億円）の影響を除いたもの。

分担金・
義務的
拠出金
1,012
（🔺🔺20）

（注1）
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資料6：政府全体ODA予算の推移（当初＋前年度補正）

6,187 
5,727 5,612 5,573 5,502 5,422 5,519 5,527 5,538 5,566 5,610 5,680 5,612 

2,061 

1,495 1,520 
1,943 

1,639 
1,517 

1,704 

2,329 

1,299 1,332 1,315 

2,827 

1,601 

8,248
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7,132
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【政府全体ODA予算＋前年度補正追加】

前年度補正追加

政府全体ＯＤＡ予算

7,212

＜外交実施体制強化のための施策例（27当初で「100億円増」)＞

政府全体ＯＤＡ予算の推移（当初＋前年度補正）

（単位：億円）

入に向けたシステム環境の整備等のための経費を計上
している。
また、予算措置に加え、
（1）�在キリバス大使館及び在ヌメア領事事務所（仏

領ニューカレドニア）の新設、
（2）�外務省定員について74名の純増（これにより、

6,500名超を実現）
を通じて、更なる外交・領事実施体制の強化を図るこ
ととしている。
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