平成２９年度予算のポイント
経済産業、環境、司法・警察係予算
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この資料における計数は、それぞれ四捨五入しているため、端数において
合計と一致しないものがある。

経済産業省関連予算のポイント
29 年度予算編成の基本的な考え方
１．第４次産業革命の推進など、日本の成長力を強化するため、人工知能、ロボッ
ト、ＩoＴ、サイバーセキュリティ等の研究開発や実証に対して重点的な予算措置
を行う。
２．中小企業関係では、事業承継支援及び下請対策に重点的な予算措置を行うとと
もに、地域中核企業支援及び生産性の向上に向けた支援に必要な予算を措置する。
３．エネルギー関係では、エネルギーミックス実現に向けて、重点化・効率化を進
めつつ、
オイルショック後並の大幅なエネルギー消費効率の改善を目指し、工場等に
おける省エネ設備投資や省エネ性能に優れた住宅等への支援を充実する。
再エネ発電の系統接続の増加に伴う課題に対応するための技術開発や実証
に必要な予算を措置する。また、国民負担抑制と再エネ導入の両立に向けて、
太陽光・地熱・風力発電等の技術開発や実証に必要な予算を措置する。
４．
「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」
（平成 28 年 12 月 20 日閣
議決定）を踏まえ、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付する交付国債の追加
発行等を行う。また、復興予算については、原子力災害による被災事業者の自立
等支援、福島イノベーション・コースト構想の実現等に必要な予算を措置する。

（単位：億円）

28 年度
当初
①

29 年度
予算
②

対 28 年度当初
②－①

科学技術振興費

979

1,010

＋ 31

＋3.2%

中小企業対策費

1,111

1,116

＋

5

＋0.4%

その他

1,280

1,293

＋ 13

＋1.0%

エネ特繰入以外

3,371

3,420

＋ 49

＋1.5%

エネ特繰入

6,016

6,369

＋353

＋5.9%

9,386

9,789

＋402

＋4.3%

一般会計（経産省計上）

（注）29 年度予算における一時的な経費として、エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定への
繰入れ 400 億円を計上。

復興特会（経産省関連）

893
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650

▲242

▲27.1%

◆

科学技術振興費のポイント

・

人工知能、ロボット、ＩoＴ、サイバーセキュリティ等の戦略分野における研究開発や実
証に対して重点的な予算措置を行う。
・ 科学技術振興費は、総額で 1,010 億円を確保。（28 当初比＋31 億円）
○次世代人工知能・ロボット中核技術開発
45.0 億円（28 当初 30.6 億円）
未だ実現していない次世代の人工知能・ロボット技術における中核的な技術（例えば、場面や人
の行動を理解・予測し適切に行動する賢い知能、革新的なセンシング技術やアクチュエーション技
術）等について、産学官が連携して研究開発を行い、人工知能技術とロボット要素技術の融合を目
指す。
（注）人工知能に関するグローバル研究拠点整備事業
【28 補正②】195.0 億円
人工知能技術と我が国の強みであるものづくり技術の融合を目指し、最先端の研究開発・社会
実装を推進するため、国内外の叡智を集めた産学官一体の研究拠点を構築する。
○ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト
17.5 億円（15.0 億円）
ロボット導入コストの低廉化に向け、汎用的な作業・工程に使える小型汎用ロボット（プラット
フォームロボット）の開発（ハードウェア、ソフトウェアの共通化）等を行う。
○ＩoＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業
8.4 億円（7.0 億円）
ＩoＴ技術を活用して化学プラント等における自主保安の高度化を図る等、ＩoＴを活用したモデ
ル実証を行い、規制・制度の見直しやデータフォーマットの統一化等を推進する。
（注）ＩoＴを活用した新ビジネス創出推進事業

【28 補正②】9.0 億円

○産業系サイバーセキュリティ推進事業
11.7 億円（新規）
電力や鉄鋼等、重要なインフラやプラントを有する産業において、サイバーセキュリティ対策の
中核となる人材を育成する。また、実際のインフラやプラントの制御システムについて、サイバー
攻撃に対する安全性・信頼性の検証等を行う。
（注）28 補正②において 25.0 億円を措置。
○研究開発型スタートアップ支援事業
15.0 億円（新規）
認定されたベンチャーキャピタル等から出資と経営指導を受ける、初期段階の研究開発型ベンチ
ャーに対し、実用化開発費用の一部を補助する。
○次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発
53.1 億円（56.2 億円）
個人差を踏まえた効能の高い治療を実現する「個別化医療」に必要なバイオ医薬品の製造技術や、
早期に疾病を探知し生存可能性を向上する「先制医療」を可能とする早期診断技術等の研究開発を
行う。
○未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業
43.8 億円（43.9 億円）
日本が強みを持つロボット技術や診断技術等を活用し、世界最先端の革新的な医療機器・システ
ムの開発・実用化等を進める。
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◆

・

中小企業対策費のポイント

一般会計全体の中小企業対策費は、政府全体で 1,810 億円。
（28 当初比▲14 億円）
（注）減額の要因は、信用保証制度について、景気回復を背景に日本政策金融公庫の保険収支が
改善していることを反映した同公庫への出資金の減（28 当初比▲32 億円）によるもの。

・

経済産業省の中小企業対策費は、1,116 億円を確保。
（28 当初比＋5 億円）

・

経営者の高齢化に対応するための事業承継支援及び取引の適正化を図るための下請取引
対策に重点的な予算措置を行うとともに、地域中核企業支援及び生産性向上に向けた支援
に必要な予算を措置する。

（参考）一般会計全体の「中小企業対策費」
（単位：億円）

28 年度
当初
①

29 年度
予算
②

1,111

1,116

＋5

702

682

▲20

厚生労働省

11

12

＋1

一般会計全体

1,825

1,810

経済産業省
財務省

対 28 当初
②－①

▲14 （▲0.8％）

（注）財務省の減額は、信用保証制度について、景気回復を背景に日本政策金融公庫の保険収支
が改善していることを反映した同公庫への出資金の減（28 当初比▲32 億円）によるもの。

１

事業承継支援、下請取引対策

○中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業
61.1 億円（28 当初 58.4 億円）
中小企業・小規模事業者の事業再生を図るため中小企業再生支援協議会において再生計画の策定
を支援するとともに、中小企業・小規模事業者の事業引継ぎを促進するため「事業引継ぎ支援セン
ター」の体制を強化し、相談、マッチング支援等を実施する。
○創業・事業承継支援事業
11.0 億円（新規）
創業支援として、産業競争力強化法の認定市区町村において創業を目指す創業者等を支援すると
ともに、事業承継支援として、事業承継ニーズを掘り起こすための事業承継ネットワークの構築、
事業承継を契機として経営革新や事業転換に取り組む中小企業への支援を行う。
○中小企業取引対策事業
13.9 億円（9.9 億円）
取引の適正化を図るため、
「下請かけこみ寺」において事業者の取引上の悩み相談に応じるととも
に、下請代金法に基づく書面調査の実施、親事業者との価格交渉に必要なノウハウの普及等を行う。

２

生産性向上支援等

○中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業
54.8 億円（54.7 億円）
中小企業・小規模事業者の様々な経営課題の解決を支援するため、ワンストップで対応する「よ
ろず支援拠点」の体制を強化するとともに、高度・専門的な課題に対しては専門家を無料派遣する。
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○戦略的基盤技術高度化・連携支援事業
130.0 億円（139.7 億円）
中小企業・小規模事業者の生産性向上を図るため、中小企業･小規模事業者が大学、研究機関、協
力企業等と産学官連携して行う研究開発、試作品開発や新たなサービスモデルの開発等を支援する｡
（注）革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業等
【28 補正②】863.4 億円
中小企業・小規模事業者の生産性向上を図るため、中小企業・小規模事業者が行う革新的もの
づくり・商業・サービスの開発、経営力向上に資するＩＴシステムの導入を支援する。
○小規模事業対策推進事業
49.4 億円（51.6 億円）
○小規模事業者経営改善資金融資事業（マル経融資）
42.5 億円（40.0 億円）
小規模事業者の生産性向上を図るため、商工会・商工会議所による小規模事業者への伴走型の経
営指導、商工会・商工会議所と連携して行う特産品開発、販路開拓等を支援する。また、商工会・
商工会議所の指導等を受けた小規模事業者に対し、日本政策金融公庫の融資利率を引き下げる。
（注）小規模事業者持続化補助金
【28 補正②】120.0 億円
小規模事業者の生産性向上を図るため、小規模事業者が商工会・商工会議所の指導を受けて策
定した経営計画に基づき実施する販路開拓を支援する。
○地域・まちなか商業活性化支援事業
17.8 億円（20.3 億円）
商店街・中心市街地等のまちなかの活性化を図るため、空き店舗への店舗誘致、外国人対応等を
図る全国モデル型の商店街による取組を支援するとともに、中心市街地活性化基本計画に基づく波
及効果の高い民間プロジェクトを支援する。
（注）28 補正②において 15 億円を措置。
○中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業
23.9 億円（14.3 億円）
中小企業・小規模事業者の海外展開を促進するため、事業計画策定、海外販路開拓、現地進出後
の課題解決、事業再編等を支援する。
○ふるさと名物応援事業
13.5 億円（10.0 億円）
中小企業・小規模事業者の生産性の向上を図るため、中小企業・小規模事業者による地域資源の
活用や農林漁業者との連携により行う商品・サービスの開発、販路開拓等を支援する。
○地域中核企業創出・支援事業
25.0 億円（20.5 億円）
新分野・新事業等に挑戦する地域中核企業候補の成長のための体制を整備するために全国の大学、
協力企業、金融機関等とのネットワーク構築を支援するとともに、地域中核企業による事業化戦略
の立案・販路開拓をハンズオンで支援する。

３

資金繰り支援

○資金繰り支援（マル経融資を含む。）
268.3 億円（283.8 億円）
[参考：財務省計上分]
682.0 億円（702.4 億円）
日本政策金融公庫の低利融資や信用保証協会を通じた債務保証等により、中小企業・小規模事業
者の資金繰りを支援する。
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◆

国際展開支援関連予算のポイント

・

我が国の「質の高いインフラ」の海外展開を促進するため、新興市場国の人材育成・事
業環境整備やインフラ案件に係るＦ／Ｓ調査等に対する支援に必要な予算を措置する。
・ 中小企業等の海外展開支援や対日直接投資の促進等に必要な予算を措置する。
○技術協力活用型・新興国市場開拓事業
41.7 億円（28 当初 39.4 億円）
○低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業費補助金
［エネ需］13.5 億円（9.0 億円）
我が国企業の新興国市場への展開と新興国経済の発展を目指し、新興国における人材の育成への支
援や、法制度・規制緩和等の事業環境の整備等を行う。
○質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業
8.5 億円（9.4 億円）
○質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 ［エネ需］18.5 億円（13.5 億円）
世界のインフラ需要を積極的に取り込むことで我が国の経済成長につなげるべく、海外のインフラ
案件についてＦ／Ｓ調査等を実施し、我が国の質の高いインフラシステムの海外展開を促進する。
（注）質の高いインフラ詳細事業実施可能性調査事業
質の高いエネルギーインフラ詳細事業実施可能性調査事業

【28 補正②】10.0 億円
【28 補正②】10.0 億円［エネ需］

○（独）日本貿易振興機構（JETRO）運営費交付金
239.2 億円（238.6 億円）
内外のネットワークを活用し、対内直接投資の促進や日本企業の海外展開等について総合的な支援
を行う。平成 29 年度は、「日本版ＳＯＰＥＸＡ」の創設に必要な予算についても計上。
○中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業【再掲】
23.9 億円（14.3 億円）
中小企業・小規模事業者の海外展開を促進するため、事業計画策定、海外販路開拓、現地進出後の
課題解決、事業再編等を支援する。
○エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業
［エネ需］140.0 億円（40.0 億円）
我が国の省エネ・再エネの技術・システムの海外展開に向けて、相手国政府・企業と共同で実証を
行う。
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◆

エネルギー対策予算のポイント

（参考）エネルギー対策特別会計の全体像
石油石炭税収

電源開発促進税収
6,880

3,130

一般会計

一般会計

一般会計
3,065

5,726

周辺地域
整備資金
・剰余金等

剰余金等
2,019

400
原子力損害
賠償支援資
金・剰余金等

388

エネルギー需給勘定
燃料安定供給対策

エネルギー需給
構造高度化対策

（経産）

（経産・環境）

（単位：億円）

69

原子力損害
賠償支援勘定

電源開発促進勘定
電源立地
対策

電源利用
対策

原子力安全
規制対策

原子力損害
賠償支援対策

（経産・文科）
（文科・経産・環境）
（環境・内閣府）
28 当初

石油石炭税収

28 補正②

（経産）
29 予算

対 28 当初

6,880

－

6,880

－

913

▲403

1,154

241

5,967

403

5,726

▲241

4,599

363

4,372

▲227

2,095

－

2,019

▲76

8,062

403

7,745

▲317

6,497
2,821
3,677

363
246
117

6,210
2,779
3,431

▲287
▲41
▲246

3,200

－

3,130

▲70

287

－

65

▲222

2,913

－

3,065

152

1,417

－

1,597

180

周辺地域整備資金から受入れ

230

－

128

▲103

剰余金等

313

－

261

▲52

3,456

－

3,453

▲2

1,752
1,593
159

－
－
－

1,795
1,654
141

+43
+61
▲18

▲一般会計留保
一般会計から受入れ
うち経産省分（ａ）

剰余金等
エネルギー需給勘定計
経産省分歳出（出口ベース）
燃料安定供給対策
エネルギー需給構造高度化対策

電源開発促進税収
▲一般会計留保
一般会計から受入れ
うち経産省分（ｂ）

電源開発促進勘定計
経産省分歳出（出口ベース）
電源立地対策
電源利用対策

（注）経産省一般会計予算のエネ特繰入れ
29 年度：6,369 ＝4,372（ａ）＋ 1,597（ｂ）＋ 400（原子力損害賠償支援勘定分）
28 年度：6,016 ＝4,599（ａ）＋ 1,417（ｂ）
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Ⅰ

エネルギー需給構造高度化対策

［エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定］
１

省エネルギー関連予算

・ オイルショック後並の大幅なエネルギー消費効率の改善を目指し、規制的手法を推進し
つつ、工場等における省エネ設備投資や省エネ性能に優れた住宅等への支援を充実する。
・ 将来の省エネに資する研究開発・実証等に必要な予算を措置する。
○省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
672.6 億円（28 当初 515.0 億円）
工場等における省エネ設備・システム等の導入を引き続き支援するとともに、中小企業等の省エ
ネ投資を促すため簡易な手続きで利用可能な「省エネ設備単位」での支援も行う。また、ネット・
ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の導入やネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）の実証に対す
る支援を行うとともに、高性能建材を用いた住宅の断熱・省エネ改修についても支援を行う。
（注）ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）普及加速事業 【28 補正②】100.0 億円
○中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金
10.0 億円（7.5 億円）
省エネ法の規制の対象外となっている中小企業等に対して「省エネ診断」を実施するとともに、
全国の省エネ相談窓口において中小企業等の省エネ取組をきめ細かにサポートする。
○燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金 93.6 億円（95.0 億円）
省エネ及びＣＯ２削減効果が高い家庭用燃料電池（エネファーム）等の普及を図るため、設置者
に対し導入費用の一部を補助する。補助対象となる基準価格を毎年引き下げていくなど、事業者に
価格低減努力を促すスキームを採用し、自立的な市場の早期確立を促す。
○クリーンエネルギー自動車（CEV）導入事業費補助金
123.0 億円（137.0 億円）
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車（FCV）等の車両価格の
一部を補助する。なお、ＥＶ・ＰＨＶについては、これまでの蓄電池容量に応じてではなく、ＥＶ
走行可能距離に着目して補助額を設定する。
○高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業 26.0 億円（18.8 億円）
トラックの隊列走行（先頭車両のみ有人で 2 両目以降が無人）等、高度な自動走行システムの社
会実装を目指し、必要な技術開発や環境整備を推進する。
○ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト 33.0 億円（新規）
物流やインフラ点検分野等での省エネ化に向けて、ロボットやドローンの性能評価基準等の開発
や、ドローンの運行管理システムや衝突回避技術等の技術開発を行う。
○次世代構造部材・システム技術に関する開発事業
27.0 億円（13.8 億円）
次世代航空機の軽量化・燃費改善・低炭素化を目指し、軽量で耐熱性のある構造部材や、熱制御
効率化等のエネルギーマネジメント関連技術等の開発を行う。
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２

再生可能エネルギー関連予算等

・ 再エネ発電の系統接続の増加に伴う課題に対応するための技術開発や実証に必要な予算
を措置する。
・ 国民負担抑制と再エネ導入の両立に向けて、太陽光、地熱、風力発電等の技術開発や実
証に必要な予算を措置する。
○電力系統の出力変動に対応するための技術研究開発事業
73.0 億円（28 当初 65.0 億円）
太陽光や風力等の再エネ発電の系統接続が増加していることを踏まえ、再エネ発電量の予測技
術の高精度化、再エネ発電の遠隔出力制御システムの確立、調整電源（火力発電）も含めた統合
制御システムの実現に向けた技術開発や実証を行う。
○需要家側のエネルギーリソースを活用したバーチャルパワー 40.0 億円（29.5 億円）
プラント構築実証事業費補助金
需要家側に設置された蓄電池や再エネ発電設備等を遠隔・統合制御し、あたかも一つの発電所
（バーチャルパワープラント）のように機能させることで、電力の需給調整に活用するための実
証を行う。
○太陽光発電のコスト低減に向けた技術開発事業
54.0 億円（46.5 億円）
太陽光発電のコスト削減に向け、太陽光パネルやリサイクル等の低コスト化のための技術開発
を行う。
○地熱資源量の把握のための調査事業費補助金
90.0 億円（100.0 億円）
○地熱発電の導入拡大に向けた技術開発事業
22.0 億円（18.5 億円）
世界第３位の資源量（2,347 万ｋW）を有する地熱発電の導入拡大に向け、資源量のポテンシャ
ル調査や掘削調査等の初期調査に対して支援を行う。また、地熱貯留層の探査・掘削等に係る技
術開発や、地下の超高温・高圧の熱水の利用（超臨界地熱発電）に関する調査等を行う。
○未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業 47.0 億円（28.0 億円）
海外の未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーンの構築や、国内の余剰再エネを活用
した水素製造など、
「水素社会の実現」に向けて必要な技術開発や実証を行う。
○福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援 25.0 億円（新規）
事業費補助金
「福島新エネ社会構想」の一環として、阿武隈山地や福島県沿岸部において大規模風力発電等
の受入れを可能とするため、必要となる送電線の増強等を支援する。
○固定価格買取制度における賦課金特例制度の施行のための事 292.0 億円（483.0 億円）
業費補助金
電力多消費産業に対する賦課金の減免措置によって生じる必要額を補填するもの。
○苫小牧におけるＣＣＳ大規模実証試験事業
78.0 億円（69.0 億円）
二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術の実用化のため、製油所の排出ガスから分離回収したＣＯ２
を地中に貯留する技術やＣＯ２モニタリング技術等の実証を行う。平成 29 年度は、法定されてい
る大規模なモニタリングの実施やガスホルダーの設置のため増額となる。
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Ⅱ

燃料安定供給対策

［エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定（石油石炭税財源）］
・

我が国のエネルギーの安定供給を確保するため、石油・天然ガスに係る海外の権益獲得に
必要な予算を措置する。
・ 石油やＬＰガスの備蓄について、必要な点検なども含め、適切に実施するための予算を措
置する。
○石油天然ガス田の探鉱・資産買収等事業に対する出資金
550.8 億円（28 当初 560.0 億円）
石油・天然ガスの安定供給を確保するため、ＪＯＧＭＥＣを通じた探鉱や資産買収に係るリスクマ
ネー供給を行い、我が国上流開発企業による石油・天然ガスの開発を推進する。
（注）資源開発促進のためのリスクマネー供給等の拡大
【28 補正②】128.0 億円
○緊急時に備えた国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理委託費
437.3 億円（424.9 億円）
（石油分）
国は、石油備蓄法に基づき、約 5,000 万 kl の原油を国家備蓄しているが、そのうち約 3,400 万 kl
を全国 10 カ所の国家備蓄基地に蔵置しており、これらの基地の操業管理（点検・修繕・危機対応訓
練等）等を委託している。平成 29 年度は、大規模な法定検査を実施するため増額となる。
○緊急時に備えた国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理委託費
101.4 億円（95.2 億円）
（石油ガス分）
国は、石油備蓄法に基づき、全国５箇所の基地において、150 万㌧を目標に石油ガス（ＬＰガス）
の国家備蓄を行っており、これらの基地の操業管理等を委託している。平成 29 年度は、地下備蓄基
地（２基地）における配管の法定検査を実施するため増額となる。
○石油コンビナートの生産性向上及び強じん化推進事業
140.0 億円（130.0 億円）
石油コンビナート等の生産性と危機対応力を向上させるため、首都直下地震等の発生に備えた製油
所・油槽所等の強じん化に向けた投資や、複数の製油所等が連携して行う生産性向上のための投資を
支援する。
（注）石油供給インフラ強じん化事業
【28 補正②】61.0 億円
○災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業
24.5 億円（20.2 億円）
災害時における石油製品の安定供給体制を構築するため、
「住民拠点ＳＳ」の自家発電機の整備や、
「中核ＳＳ」や「住民拠点ＳＳ」における供給力強化のための設備導入への支援、緊急時に備えた研
修・訓練事業への支援等を行う。
（注）石油製品安定供給確保支援事業（の内数）
【28 補正②】61.0 億円
○離島のガソリン流通コスト対策事業
30.5 億円（30.5 億円）
流通経路などの要因によって本土と比べて割高な状況にある離島のガソリン小売価格を引き下げ
るため、ガソリンの流通コスト分を支援する。
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Ⅲ

電源立地・利用対策

［エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定（電源開発促進税財源）］
・

電源立地地域対策交付金等に必要な予算を計上する。また、技術開発等については、事業
の必要性や優先度等を精査した上で、必要額を措置する。
・ 「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」（平成 28 年 12 月 20 日閣議決定）
を踏まえ、原子力損害賠償・廃炉等支援機構への交付金を増額する。なお、その財源は、一
般会計の財政収支や復興財源に影響を与えないよう、本勘定の歳出の見直しにより捻出する。
○電源立地地域対策交付金
823.8 億円（28 当初 868.9 億円）
発電用施設等の立地の促進及び運転の円滑化を図るため、発電用施設等の立地自治体に対して、設
備容量や発電電力量などによって算定される交付金を交付する。
○高速炉の国際協力等に関する技術開発委託費
52.0 億円（53.0 億円）
放射性廃棄物の減容化・有害度低減等に資する高速炉の実証技術の確立に向けて、仏とのＡＳＴＲ
ＩＤ協力に基づく研究開発等を行う。
○高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発委託費 36.1 億円（36.5 億円）
高レベル放射性廃棄物の地層処分技術の信頼性・安全性の一層の向上に向けて、必要な調査・研究
開発を行う。
○放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究委託費 4.0 億円（8.3 億円）
低レベル廃棄物のうち比較的放射能レベルが高いものを対象に、ガラス固化技術の確立のための研
究開発を行う。
○原子力損害賠償・廃炉等支援機構交付金
470.0 億円（350.0 億円）
「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」を踏まえ、原子力損害賠償・廃炉等支援機
構に対する交付金を増額する。

Ⅳ

原子力損害賠償支援対策

［エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定］
○原子力損害賠償支援資金への繰入れ
400.0 億円（新規）
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付する交付国債の発行限度額の引上げ（＋4.5 兆円、総額は
9 兆円⇒13.5 兆円）に併せ、使用された交付国債に係る金利負担に対応するため、原子力損害賠償支
援資金への繰入れを行う。
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◆

東日本大震災復興特別会計（経産省関連）のポイント

・
・

被災地の復旧・復興状況を踏まえ、必要な予算を措置する。
引き続き、原子力災害による被災事業者の自立等支援、福島イノベーション・コース
ト構想の実現等に必要な予算を措置する。

１

復旧・復興関係

○帰還困難区域の入域管理・被ばく管理等[参考：内閣府計上] 60.5 億円（28 当初 45.0 億円）
帰還困難区域等の境界におけるバリケード設置・開閉等の維持管理や、入域を希望する住民や復
旧作業員・警察官等が安全な入域を確保するために必要な被ばく管理等を行う。

２

産業復興・雇用創出関係

○中小企業組合等共同施設等災害復旧事業（グループ補助金）
210.0 億円（290.0 億円）
被災中小企業等のグループが策定した県の認定を受けた復興事業計画に基づき、被災中小企業等
が行う施設等の復旧事業等を支援する。
○被災中小企業・小規模事業者の資金繰り支援
[参考：財務省計上分]

68.0 億円（77.0 億円）
71.0 億円（80.0 億円）

日本政策金融公庫による東日本大震災復興特別貸付等を継続することで、被災中小企業・小規模
事業者に対する切れ目のない資金繰り支援を実施する。
○イノベーション・コースト構想推進施設整備等補助金
95.6 億円（142.4 億円）
福島県浜通り地域において、イノベーション・コースト構想を実現するため、ロボットテストフ
ィールド及び隣接する共同利用施設等を整備するとともに、同地域の産業振興に資する技術開発・
実用化開発を支援する。（施設整備の事業期間の 2 年から 4 年への延長に伴い、単年度の金額は減）
○自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
185.0 億円（320.0 億円）
原子力災害に伴う国の避難指示等の対象となった福島県 12 市町村（避難指示区域等）を対象に工
場等の立地を補助し雇用創出を支援するため、基金に積増しを行う。
○原子力災害による被災事業者の自立等支援事業
54.2 億円（13.2 億円）
原子力災害による被災中小企業・小規模事業者の自立等を支援するため、事業再開に向けた初期
投資等の支援、販路開拓支援、商工会議所・商工会の連携強化等を実施する。
（注）初期投資等の支援は、27 補正で新設した基金の執行状況を踏まえて積増しを行う。
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環 境省 予算の ポイ ント
29 年度予算編成の基本的な考え方

１．老朽化が進行している一般廃棄物処理施設の適切な更新や化学物質の影
響調査等、安全・安心な環境を確保するための施策に予算を重点化すると
ともに、観光資源としての国立公園等の自然を活用するための措置等を講
じる。
２．パリ協定の発効を踏まえ、わが国の温室効果ガス削減目標の達成に向け、
再生可能エネルギーの導入拡大、省エネルギーの推進等さらなる政策対応
を進めるとともに、地球温暖化に伴う影響への適応に係る調査・研究を加
速化させる。
３．原子力災害からの福島復興を加速化させるため、除染（汚染廃棄物処理
を含む）
・中間貯蔵施設の整備等を着実に実施する。
４．福島第一原発事故の反省を踏まえ、原子力規制基準の継続的な改善等に
取り組むとともに、原子力災害時の住民の安心・安全を確保するため、原
子力防災体制の強化を進める。

（単位：億円）
項
環境省

目

28 年度
当初

29 年度
予算

対 28 年度当初

一般会計

3,233

3,267

+34

+1.1%

エネ特繰入
（エネ需勘定）

1,368

1,354

▲14

▲1.0%

公共事業関係費

474

444

▲30

▲6.4%

原子力規制委員会

413

428

＋16

＋3.9%

318

326

＋8

＋2.5%

東日本大震災復興特別会計

9,190

7,199

▲1,991

▲21.7%

エネ特歳出（エネ需勘定）

1,564

1,535

▲30

▲1.9%

467

433

▲34

▲7.3%

うちエネ特繰入
（電促勘定）

エネ特歳出（電促勘定）
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１ 安全・安心な環境の確保、豊かな自然の保全・活用
（１）安全・安心な環境の確保
廃棄物処理施設の更新等により適切な廃棄物処理を推進するとともに、化
学物質の影響調査を進めることにより、安全・安心な環境の確保のための施
策を推進。
28 年度
29 年度
○ 一般廃棄物処理施設の整備

512.4 億円 ⇒ 512.4 億円

一般廃棄物処理施設について、平成２年度以降にダイオキシン類対策のた
めに集中的に整備した結果、老朽化が進行していることを踏まえ、温暖化
対策及び大規模災害対策を並行して進めつつ、適切な更新を推進。
（参考）28 年度 2 次補正において 450.0 億円を措置。
・循環型社会形成推進交付金
（一般廃棄物処理施設分）

280.0 億円 ⇒ 265.0 億円

・大規模災害に備えた拠点整備事業

35.0 億円

⇒

30.0 億円

・廃棄物処理施設への先進的設備導 197.4 億円 ⇒ 217.4 億円
入推進事業
○ 合併処理浄化槽の導入推進

84.2 億円

⇒ 94.2 億円

人口分散地域における効率的な汚水処理施設の整備のため、合併処理浄化
槽の導入を支援。
（参考）28 年度 2 次補正において 10.0 億円を措置。
・循環型社会形成推進交付金
（浄化槽分）

84.2 億円

⇒

84.2 億円

・省エネ型大型浄化槽システム導入
推進事業

（新規）

⇒

10.0 億円

57.0 億円

⇒

58.0 億円

○ ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進等
毒性が強い化学物質であるＰＣＢの処理を進めるための施設整備等を推
進。ＰＣＢ特措法改正に伴う代執行費用の助成スキームを創設。
（参考）28 年度 2 次補正において 20.0 億円を措置。
○ 子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）
44.6 億円

⇒

44.9 億円

胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影
響を解明するための追跡調査及び試料分析を実施。
（参考）28 年度 2 次補正において 13.0 億円を措置。
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（２）豊かな自然の保全・活用
「明日の日本を支える観光ビジョン」(※)を踏まえ、国立公園への観光客
誘致に向けた取組みを推進するとともに、農林業や生態系に被害を及ぼす鳥
獣の捕獲対策を強化。
※

本年 3 月 30 日、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議（議長：安
倍総理）の下で策定。

○ 国立公園満喫プロジェクト等推進事業
84.1 億円

⇒ 100.2 億円

外国人国立公園利用者数の増加（430 万人⇒2020 年までに 1000 万人）を
目指す「国立公園満喫プロジェクト」の対象となっている 8 箇所の国立公
園（※）を中心として、観光客誘致に向けた具体策の検討、海外への情報
発信、利用環境の向上のための施設整備等を推進。
※

阿寒、十和田八幡平、日光、伊勢志摩、大山隠岐、阿蘇くじゅう、霧
島錦江湾、慶良間諸島の 8 公園。

（参考）28 年度 2 次補正において 102.9 億円を措置。
○ 指定管理鳥獣捕獲等事業

5.0 億円

⇒

8.0 億円

深刻な被害が生じているシカやイノシシ等指定鳥獣について、都道府県に
よる捕獲対策への支援を強化。
（参考）28 年度 2 次補正において 7.0 億円を措置。
２ 地球温暖化対策の更なる推進

（１）地球温暖化に伴う影響への適応
異常気象による災害の発生、高温による農作物の品質低下など、気候変動
の影響が今後更に深刻化する恐れがあることを踏まえ、気候変動の影響への
適応のための調査・研究を加速化。
○ 国立環境研究所運営費交付金（エコチル調査除く）
96.0 億円

⇒

101.0 億円

従来から国立環境研究所で進めている研究(※)に要する費用に加え、新規
で 5 億円を措置することにより、国・地域レベル で適用可能な気候変動
影響評価に係る理論構築及び 手法の開発を推進。
※

適応に係る調査・研究のほか、リサイクル等の技術、生物多様性の保
全に係る研究や、福島支部における災害環境研究等を実施。

○ 気候変動影響評価・適応推進事業

3.9 億円

⇒

7.0 億円

従来から実施している途上国における適応策の検討支援等に加え、新たに
地域レベルでの適応策を検討するためのコンソーシアムを立ち上げ、地域
レベルの緻密な気候変動影響評価及び適応策の検討を推進。
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（２）再生可能エネルギーの導入推進
温室効果ガスの削減目標（2030 年度▲26％削減）の達成に向け、再生可
能エネルギーの導入拡大や業務・家庭部門における省エネルギー化を推進。
○ 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業
60.0 億円

⇒

80.0 億円

固定価格買取制度に依存しない自家消費型の再生可能エネルギーの導入
を促進するため、費用対効果が高くかつ先進的取組みを実施する事業を対
象として設備の導入に係る費用等の一部を支援。
○ 地域低炭素投資促進ファンド事業
60.0 億円

⇒

48.0 億円

固定価格買取制度のみでは十分に拡大していない太陽光発電以外の再生
可能エネルギー発電事業に対し、民間資金を呼び込みつつ出資による支援
を実施。
○ 再エネ等を活用した水素社会推進事業
65.0 億円

⇒

55.0 億円

再エネ由来の小規模水素ステーションの導入地域を、4 大都市圏を中心に
整備が進められている大規模商用ステーションを補完し相乗効果が見込
まれる地域に集中させることで効率化を図りつつ、再生可能エネルギーか
ら得られる水素を活用したサプライチェーン構築に係る実証事業を強化。
（３）省エネルギー化推進のための支援措置・技術実証等
より長期的な時間軸での地球温暖化対策に貢献するため、導入ポテンシャ
ルの高い再エネ・省エネ技術の実証事業等を実施。
○ 脱フロン社会構築に向けた業務用冷凍空調機器省エネ化推進事業
（新規）

⇒

63.0 億円

特定フロン（ＨＣＦＣ）の使用が 2020 年に全廃される予定であることを
踏まえ、フロン類の充塡量が多い中大型機器を保有する冷凍冷蔵倉庫への
省エネ型冷凍冷蔵機器の導入を支援。
○ 省エネ家電等 COOL CHOICE 推進事業

（新規）

⇒

20.0 億円

家庭部門における CO2 排出量削減を進めるため、5 つ星家電への買換えを
促進させる販売事業者に対して支援しつつ、当事業を通じて得られた優良
事例を更なる普及啓発活動に活用。
○ CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業
65.0 億円

⇒

65.0 億円

将来的に大幅な CO2 排出削減に資する技術を社会に導入するため、現時
点では民間の開発インセンティブが小さいもののうち、将来の地球温暖化
対策強化につながる技術の開発・実証事業を実施。
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○ 窒化ガリウムに係る技術実証事業
19.0 億円

⇒

25.0 億円

電子機器に組み込まれている各種デバイスを窒化ガリウムにより高効率
化し、大幅なエネルギー消費量の削減を実現するための技術開発・実証を
実施。
○ セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）等の次世代素材活用推進事業
33.0 億円 ⇒ 39.0 億円
セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）を製品に活用した場合の CO2 低減効
果の評価・実証事業を推進。
（４）国際的取組み
パリ協定の締結・発効を踏まえ、国内における温暖化対策の強化のみなら
ず、わが国の優れた低炭素技術の海外展開により地球規模の温室効果ガス削
減に貢献。
○ 二国間クレジット（ＪＣＭ）資金支援事業等
99.2 億円

⇒ 97.2 億円

途上国にわが国の優れた低炭素技術を普及させつつ、クレジットも獲得で
きるＪＣＭプロジェクトを普及させるための資金支援等。今後、関係省庁
との連携を強化するとともに、費用対効果が特に高い事業を対象とするこ
とにより、将来的な民間ベースでの取組みへの移行を後押し。
３ 原子力災害からの復興等
（１）除染・中間貯蔵施設の整備等（復興特会）
これまでの除染で発生した除去土壌等を、仮置場から撤去し中間貯蔵施設
へ搬入するとともに、帰還困難区域の復興拠点における除染・解体事業に係
る予算を計上。
○ 除去土壌等の適正管理・搬出等の実施
5,224 億円

⇒

2,855 億円

可燃性の除染廃棄物の減容化や、除去土壌等搬出後の仮置場の原状回復
等を実施。
○ 放射性物質汚染廃棄物処理事業

2,090 億円

⇒

1,801 億円

旧避難指示区域等の対策地域内廃棄物や汚染状態が基準を超える指定
廃棄物（8,000 ㏃／kg 超）等の処理を推進。
○ 中間貯蔵施設の整備等

1,346 億円

⇒

1,876 億円

2020 年度までに少なくとも身近な場所にある除去土壌等に相当する量
の中間貯蔵施設への搬入を進めるため、用地取得を更に加速化させると
ともに、本格的な施設整備を実施。
― 16 ―

25 年度
まで

26 年度
当初

27 年度
当初

27 年度
補正

28 年度
当初

28 年度
補正

29 年度
当初

除染

1兆
3,579
億円

2,582
億円

4,174
億円

汚染廃棄物処理

2,398
億円

1,330
億円

1,337
億円

2,090
億円

1,801
億円

中間貯蔵
施設

177
億円

1,012
億円

758
億円

1,346
億円

1,876
億円

合計

1兆
6,155
億円

4,924
億円

6,269
億円

783
億円

5,250
億円

783
億円

8,686
億円

3,307
億円

3,307
億円

2,856
億円

6,533
億円

（注）上記の計数は各府省分を含む。

（２）帰還困難区域における措置（復興特会）
帰還困難区域の復興拠点における除染・解体事業について、「原子力災害か
らの福島復興の加速のための基本方針」（平成 28 年 12 月 20 日閣議決定）に
基づき、東電に求償せずに国の負担において実施。
○復興拠点内環境回復事業（仮称）

（新規）

⇒

309 億円

福島復興特措法など所要の法整備がなされ、市町村から提出される整備
計画に基づいて復興拠点が設定された後、除染・解体事業に係る事前調
査を実施し、事業に着手するために必要な予算を計上。

４ 原子力規制・原子力防災対策
（１）原子力規制関係
原子力規制基準を継続的に改善していくための安全研究や原子力規制人
材の確保に取り組むとともに、緊急時等のモニタリング体制を充実・強化。
○ 原子力施設における外部事象等に係る安全規制研究事業
19.1 億円

⇒ 19.3 億円

地震・津波の規模や発生頻度の研究、地震に対する建屋・機器等の耐性の
研究、テロ攻撃による飛翔体の衝突を考慮した建屋等の耐性の研究等、外
部事象に対する対策に関連する安全研究を実施。
○ 発電炉シビアアクシデント安全設計審査規制高度化研究事業
14.4 億円

⇒

14.5 億円

炉心溶融が起こった際の建屋内のコンクリートとの相互作用等、シビアア
クシデントが発生した際の知見を集積するため、シビアアクシデントを模
した実験等を実施。
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○ プラントシミュレータ研修事業

（新規）

⇒

3.5 億円

これまでに整備した原子炉を模したプラントシミュレータを活用した研
修教材を整備。
○ 原子力規制人材育成事業

3.0 億円

⇒

3.8 億円

大学等における原子力規制に係る教育研究プログラムを支援。
○ 緊急時モニタリングの体制整備事業
5.4 億円

⇒

8.4 億円

原子力災害が発生した初期段階において緊急時モニタリングを実施する
ためのモニタリングセンターの体制を確保。
（２）原子力防災対策
原子力災害時における住民の安心・安全を確保するため、原発周辺地域に
おける原子力防災体制を充実・強化。
○ 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金（内閣府計上）
122.6 億円

⇒ 104.3 億円

地方自治体が行う原子力防災対策を支援する交付金。今回、緊急時の避難
経路の確保のための調査研究を新たな支援対象として追加しつつ、自治体
からの交付申請の実態も踏まえて所要額を計上し、原子力防災対策を実
施。
（参考）28 年度 2 次補正において、要配慮者施設の放射線防護対策等の
ため、100.0 億円を措置。
○ 原子力防災研修事業等委託費（内閣府計上）
（新規）

⇒ 2.7 億円

万が一の原子力災害時における対応に万全を期すため、意思決定等に関わ
る職員への研修や、オフサイトセンター等における実習等の研修を実施。
○ 原子力施設等防災対策等交付金（内閣府計上）
（復興特会）
（新規）

⇒ 5.5 億円

東日本大震災により被災した女川町のオフサイトセンターを再建。

５ 重点課題対応のための体制強化
（１）放射性物質汚染対策の体制一元化等による体制強化
放射性物質汚染対策を一元的に進めるため、別々の部局が除染、汚染廃棄
物処理、中間貯蔵施設の整備を担っている現体制を抜本的に見直し、新たに
創設する環境再生・資源循環局（仮称）に統合。併せて、中間貯蔵施設整備
や指定廃棄物処理等に係る体制強化（28 名）等により、計 66 名を増員。
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（２）原子力・放射線利用の更なる安全確保のための原子力規制委員会の体制強化

原子力・放射線利用の更なる安全確保のため、国際原子力機関（IAEA）の
指摘も踏まえ、原子力規制技監（仮称）の新設、検査監視総括課（仮称）の
新設等の機構改正を行うとともに、検査、育成等に係る部門の強化（40 名）
等により、計 46 名を増員。
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裁 判所 予算の ポイ ント
29 年度予算編成の基本的な考え方

１．大型化、複雑困難化した民事事件を適切・迅速に処理するための合議体
による審理の促進、増大する家事事件の処理に対応するため裁判官を含む
裁判所職員の増員を措置。
２．裁判所施設の整備に関して、長寿命化、狭隘解消等の取組を計画的かつ
着実に進めていく観点から所要の経費を措置。
３．司法修習生に対する経済的支援に関して、貸与制から給付と貸与を併用
する新たな仕組みに移行することとし、所要の経費を措置。

裁判所
うち人件費
うち物件費

１

28 年度

29 年度

3,153
2,648
505

3,177
2,666
511

（単位：億円）
28’→ 29’増 減
+24（+0.8％）
+18（+0.7％）
+6（+1.2％）

定員

・大型化、複雑困難化した民事事件を適切・迅速に処理するための合議体による審理の促進、
増大する家事事件の処理に対応するため、人的体制を整備。
裁判官 3,814 人 ⇒ 3,841 人（判事＋50 人、判事補▲23 人）
書記官 9,810 人 ⇒ 9,834 人（＋24 人）
事務官 9,317 人 ⇒ 9,334 人（＋17 人）
・増員、合理化減等をあわせた裁判所全体の定員は 25,732 人 ⇒ 25,724 人（▲8 人）。

28 年度

２

裁判運営に関する費用

29 年度

（143.6 億円 → 141.4 億円）

裁判運営に直接必要となる事件関係委員等の旅費や、事件管理等を行うシステム関係経費、
法廷で用いられるＩＴ機器及び備品等について所要の経費を措置。
○ 民事事件関係経費
○ 刑事事件関係経費
○ 家庭事件関係経費（家事事件、少年事件）
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36.5 億円 → 31.7 億円（▲13.2％）
43.1 億円 → 45.1 億円（＋4.6％）
63.9 億円 → 64.5 億円（＋1.0％）

３

裁判施設の整備

（146.0 億円 → 158.7 億円）

裁判所施設の老朽化が進む中、耐震性能の不足や都市部を中心に狭隘化が顕著な状況とな
っており、施設整備に係る所要の経費を措置。
(注)28 年度第 2 次補正予算において別途 45 億円を措置。

４

司法修習生関連経費

（54.8 億円 → 46.6 億円）

骨太方針 2016 における記載事項等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援に関して、
貸与制から給付と貸与を併用する新たな仕組みに移行することとし、所要の経費を措置。

（参考１）「法科大学院に要する経済的・時間的負担の縮減や司法修習生に対する経済的支
援を含む法曹人材確保の充実・強化等を推進する。
」（「骨太方針 2016」（28 年６月２日
閣議決定）
、「未来への投資を実現する経済対策」（28 年８月２日閣議決定）
）

（参考２）法務省、最高裁、日弁連間の確認事項（「司法修習生に対する経済的支援につい
て」（28 年 12 月 19 日法務省公表））
○ 29 年度以降に採用される予定の司法修習生に対する給付制度を新設する。
○ 給付金額の概要は以下のとおり。
・基本給付 司法修習生に一律月額 13.5 万円
・住居給付 月額 3.5 万円（修習期間中に住居費を要する司法修習生を対象）
・移転給付 旅費法の移転料基準に準拠して支払
○ 現行の貸与制は、貸与額等を見直した上で、新設する給付制度と併存させる。

○ 給付制度の導入に合わせ、司法修習の確実な履践を担保するとともに、司法修習を
終えた者による修習の成果の社会還元を推進するための手当てを行う。
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警 察庁 予算の ポイ ント
29 年度予算編成の基本的な考え方

１．東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け国際テロ情勢への的確な対
応が必要となる中、重大テロ対策用の装備資機材の整備に係る経費を措置。
２．深刻化するサイバー空間の脅威に対処するため、サイバーセキュリティ対策
における人材育成の基盤強化に係る経費を措置。
３．無線通信の国際的な基準改定を受け、平成 34 年度までに警察移動無線の全面
的な刷新が必要となる中、無線機及びシステムの更新に係る経費を措置。

項

目

警察庁
うち人件費
うち物件費

28 年 度

29 年 度

3,277
1,056
2,221

3,185
1,038
2,147

（単位：億円）
28’→ 29’増 減
▲92（▲2.8％）(注)
▲18（▲1.7％）
▲74（▲3.3％）

(注)28 年度予算の伊勢志摩サミット警備に伴う一時的な経費の剥落（▲143 億円）が影響。

28 年度

１

29 年度

テロ対策と大規模災害対策の推進（181.8 億円 → 33.4 億円）（上記注参照）

国際テロ情勢が厳しさを増す中、東京オリンピック・パラリンピックを見据え、テロの未然防
止及びテロへの対処体制の強化に向けた取組等を推進。
○ 国際テロ情勢等を踏まえたテロ対策の強化：14.3 億円 → 17.5 億円
特殊部隊（SAT）等のテロ事件への対処体制の強化のため、装備資機材の整備や情報収集・
分析などに係る経費を措置。
※ 28 年度第 2 次補正予算において別途 56.5 億円を措置。

２

サイバー空間の脅威への対処（17.0 億円 → 26.5 億円）

深刻化するサイバー空間の脅威に対処するため、人材育成の基盤強化に係る所要の経費を措置
○人材育成基盤装置の整備：8.7 億円（新規）
各都道府県警察等でオンライン訓練等を実施するため、｢ネットワーク接続型訓練環境｣
の高度化に係る経費を措置。
○サイバーセキュリティ対策に関する教養の充実：1.5 億円（新規）
管区警察学校で専科を新設し、サーバ、端末装置等の資機材を整備するなど教養の充実
を図るために所要の経費を措置。
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３

客観証拠重視の捜査のための基盤整備（113.1 億円 → 117.9 億円）
犯罪の立証における客観証拠の重要性が高まる中、28 年 5 月に刑訴法等一部改正法が成立し

たことを受け、取調べの録音・録画や通信傍受のための装置の整備を図るほか、科学捜査力の
一層の高度化を図るための鑑識・鑑定資機材の整備等に係る所要の経費を措置。
・取調べの録音・録画装置の整備：1.1 億円 → 2.4 億円
・通信傍受装置の整備：4.2 億円（新規）
・鑑識・鑑定資機材の更新：4.0 億円 → 6.7 億円

４

組織犯罪対策の推進（44.4 億円 → 44.4 億円）
暴力団同士の対立抗争の動きがみられる中、総合的な暴力団対策を強化する観点から、暴力

団犯罪における客観証拠収集力強化に必要な資機材の整備等に係る経費を措置。

５

生活の安全を脅かす犯罪対策の推進（33.8 億円 → 32.6 億円）
ストーカー・ＤＶ、特殊詐欺、児童虐待等の女性、高齢者、子供が被害に遭う犯罪は増加傾

向にあり、安全で安心な国民生活を確保するために所要の経費を措置。

６

安全かつ快適な交通の確保（196.0 億円 → 193.6 億円）
交通の安全を確保するための諸施策を推進するほか、快適な交通を確保するため円滑な交通

環境の整備等の対策に係る経費を措置。
○高度道路交通システム（ITS）の構築に係る経費：5.6 億円 → 7.2 億円
自動走行システムの早期実現に寄与する ITS の構築を推進するため、道路上で信号
情報等を提供する光ビーコンの整備等を推進。

７

警察基盤の充実強化

（330.6 億円 → 396.7 億円）

依然として厳しい治安情勢に的確に対応するため、人的基盤の強化を図るとともに、警察用
車両、装備資機材、警察施設の整備等に係る所要の経費を措置。
（１） 人的基盤の充実強化
・ 国際テロ対策、サイバー空間の脅威への対処能力及び組織犯罪対策の強化、並びに生活
の安全を脅かす犯罪対策等の推進の必要性等を踏まえ、警察庁職員を 191 人増員。
・ 増員、合理化減等をあわせた警察庁定員は 8,427 人 ⇒ 8,480 人（+53 人）
。
○ 地方警察官
・人身安全関連事案（ストーカー・ＤＶ等）対策、特殊詐欺対策及び我が国を取り巻く
国際情勢の変化に対応するための事態対処能力の強化の必要性を踏まえ 886 人を増員。
・東日本大震災に伴う居住制限区域等におけるパトロール機能の強化の必要性を踏まえ
192 人を増員。
・地方警察官の警察法施行令による定員基準は 254,484 人 ⇒ 255,272 人（+788 人）。
（※東日本大震災に伴う東北３県に対する増員分の減員を含む。）

― 23 ―

（２） 警察移動無線の整備（17.2 億円 → 127.8 億円）
無線通信に関する国際的な基準改定を受け、平成 34 年度までに警察移動無線の全面的な
システム刷新が必要となる中、首都圏を中心に無線機器及びシステム更新に係る経費を措置。
（３）警察用車両の整備（48.4 億円 → 28.5 億円）
老朽車両の更新に係る費用として所要額を措置。
※ 28 年度第 2 次補正予算において別途 60.4 億円を措置。
（４）警察施設の整備（168.5 億円 → 175.6 億円）
警察活動の拠点となる警察本部、警察署等を整備するとともに、機動隊庁舎、警察学校等
の建設・修繕を実施するための経費を措置。

８

東日本大震災復興特別会計

（14.7 億円 → 11.8 億円）

福島第一原子力発電所周辺地域において、引き続きパトロール等の災害警備活動を実施。
また、被災した警察施設の復旧のほか、交通安全施設及び警察施設の建替えに伴う通信機器の
整備に係る経費を措置。
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法 務省 予算の ポイ ント
29 年度予算編成の基本的な考え方

１．再犯防止関連施策に関して、刑務所等での施設内処遇の充実や、保護観察対
象者等の社会内処遇の充実、矯正施設の整備等に係る経費を措置。
２．観光立国推進に向けた円滑な入国審査とテロの未然防止を含む厳格な入国管
理を両立させる観点から、出入国管理体制の整備に係る所要の経費を措置。
３．東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、テロ保安対策を強化する
観点から、対外情報収集機能の強化等に係る経費を措置。

項

目

法務省
うち人件費
うち物件費

28 年 度

29 年 度

7,420
4,989
2,431

7,504
5,022
2,481

28 年度

１

再犯防止施策の充実強化

（単位：億円）
28’→ 29’増 減
+84（+1.1％）
+33（+0.7％）
+50（+2.1％）

29 年度

（330.4 億円 → 360.7 億円）

「再犯防止に向けた総合対策」（24 年 7 月）で定められた「刑務所出所後２年以内再入率の２
割削減」の目標実現に向け、（１）受刑者の特性に応じた刑務所等での施設内処遇の充実、（２）
出所後の社会内処遇の充実、（３）再犯防止施策推進の土台となる矯正施設等の整備等の再犯防
止対策を推進。
（１） 施設内処遇の充実（30.8 億円 → 33.3 億円）
高齢受刑者や薬物事犯者等の犯罪類型に対応した処遇の充実、雇用ニーズに応じた職業訓
練の拡充等に係る経費を措置。
・ 高齢受刑者や薬物事犯者等の犯罪類型に対応した矯正処遇の充実：2.2 億円 → 3.5 億円
・ 雇用ニーズに応じた職業訓練の拡充（介護福祉、建設躯体等）：1.1 億円 → 1.5 億円
（２）社会内処遇の充実（88.1 億円 → 90.8 億円）
更生保護施設について人的体制の強化を図るとともに、保護司制度に関して更生保護サポ
ートセンターの増設を実施するほか、協力雇用主制度に関して就労奨励金制度に係る所要の
経費を措置。
・ 更生保護施設の受け入れ及び処遇機能の強化：48.1 億円 → 50.3 億円
・ 更生保護サポートセンターの充実強化：9.4 億円 → 10.0 億円
・ 協力雇用主への就労奨励金支給：5.5 億円 → 5.7 億円
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（３）矯正施設等の整備（211.5 億円 → 236.5 億円）
矯正施設等の老朽化が進む中、現行の耐震基準制定（昭和 56 年）以前に整備された施設
を中心に建替え・改修等を促進。
（注）28 年度第 2 次補正予算において別途 195 億円を措置。
※矯正施設等関連予算額（補正＋当初ベース）
28 年度
29 年度
27 補正
28 当初
343.7
132.3
211.5
431.5

２

（単位：億円）
28 補正
195.0

29 当初（案）
236.5

円滑かつ厳格な出入国管理体制の整備（127.1 億円 → 146.0 億円）
東京オリンピック・パラリンピックや観光先進国に向けた訪日外国人の増加に対応しつつ、

テロの未然防止のために水際対策を強化する観点から出入国管理体制の整備に係る所要の経
費を措置。
（注）28 年度第 2 次補正予算において別途 41 億円を措置。
（１）日本人の出帰国手続きに係る顔認証技術の導入（0.2 億円 → 3.9 億円）
・ 自動化ゲートの利用促進の観点から、日本人の出帰国手続きにおける顔認証技術の導入
に向けたシステム整備費用を措置。
（２）バイオカートの運用経費（2.3 億円 → 8.6 億円）
・

訪日外国人の審査待ち時間の短縮化の観点から、28 年度 2 次補正において全国 12 空港
に拡大配備されたバイオカートに係る運用経費を措置。

（３）外国人出入国情報システムの更新（2.3 億円 → 23.1 億円）
・ 外国人の出入国管理業務（出入国審査、在留審査、退去強制、難民認定等）の基幹シス
テムの更新等に係る経費を措置。

３

治安・テロ対策の強化

（27.0 億円 → 30.6 億円）

テロ保安対策について、東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、対外情報収集機
能の強化等に係る経費を措置。

４

検察活動の充実強化（139.5 億円 → 139.7 億円）
取調べの録音・録画装置の整備を始め、捜査・公判に必要な物的基盤等を確保することによ

り検察活動の充実・強化を図る。
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５

総合法律支援の充実強化

（305.9 億円 → 302.8 億円）

法テラス予算について、改正総合法律支援法の成立を受け、新たに追加されたＤＶ、ストー
カー被害者や高齢者等に対する無料法律相談等の実施に要する経費（0.3 億円）を措置すると
ともに、国選弁護等関連業務、民事法律扶助業務等の実績を踏まえ所要の経費を措置。

６

地図整備体制の強化及び相続登記の促進（34.3 億円 → 46.0 億円）
不動産の流動化による投資の促進等を図るため登記所備付地図の整備を促進。また、相続登

記が放置されていることによる所有者不明土地問題を解消するため法定相続情報証明制度を
導入。
（１）登記所備付地図整備事業（34.3 億円 → 40.0 億円）
（２）法定相続情報証明制度（6.0 億円（新規））

７

定員

・ 増員、合理化減等をあわせた法務省の定員 52,878 人 ⇒ 53,114 人（+236 人）
うち一般会計 52,812 人 ⇒ 53,048 人（+236 人）
うち復興特会

66 人 ⇒ 66 人（0 人）

・ 事務の合理化、業務改革を進めつつ、出入国管理体制の充実強化、治安･テロ対策の強化、
再犯防止対策の推進等に重点を置き、検察官（25 人）、検察事務官（215 人）
、矯正職員（415
人）、保護観察官（51 人）
、社会復帰調整官（3 人）、入国審査官等（254 人）、公安調査庁職
員（47 人）、法務本省職員（15 人）、法務局職員（182 人）について増員。
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参

考

資

料

（特別会計関係）
（平成２９年度政府案）

※計数については、精査の結果、異同を生じる場合がある。
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153,253（+41,680）

400（+400）

原子力損害賠償
126,419（+42,696）
支援勘定

特別会計全体

3,453（▲2）

3,453（▲2）

電源開発
促進勘定

11,909（▲425）

8,055（▲822）

23,380（▲1,013）

エネルギー
需給勘定

歳出純計額

歳出総額

勘定別

11,909（▲425）

400（+400）

3,453（▲2）

8,055（▲822）

歳出純計額から国債
償還費、社会保障費
等を除いた額

(単位：億円）（対２８当初）

原子力損害賠償支援証券及借入金
125,950（+42,361）

原子力損害賠償支援勘定

153,253億円
（+41,680）

・原子力損害賠償支援証券の発行及び借入金の増による国債整理基金特会への
繰入の増（+42,296）

・原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対する交付金の増に伴う電源立地対策費の
増（+51）

・国家備蓄石油増強対策費の減等による燃料安定供給対策費の減（▲599）

国債整理基金特会へ繰入
126,019（+42,296）

（対２８当初）

運営費交付金･
施設整備費補助金
943(+17)
電源開発促進勘定

エネルギー需給勘定

電源立地対策費
1,785（+51)

国債整理基金特会へ繰入
15,317（▲196）

運営費交付金
・出資金
2,071（+121）

3,666（▲339）

燃料安定供給対策費 エネルギー需給構造
高度化対策費
2,326（▲599）

原子力損害賠償支援勘定

＜主な歳出増減の内訳＞

一般会計より受入
400(+400)

電源開発促進勘定

エネルギー需給勘定

一般会計より受入
3,065(+152)

原子力損害賠償
支援資金へ繰入
400（+400）

【平成29年度歳出予算】

石油証券及借入金
15,382（▲533） 前年度剰余金受入
1,770（▲177）

一般会計より受入
5,726（▲241）

153,253億円
（+41,680）

原子力損害賠償
支援資金より受入
69（▲65）

【平成29年度歳入予算】

エネルギー対策特別会計

前年度剰余金受入
1,628（▲179）

（▲129）

1,472（＋26）

歳出総額

1,470（＋25）

歳出純計額

1,470（＋25）

歳出純計額から国債
償還費、社会保障給
付費等を除いた額

(単位：億円）（対２８当初）

雑収入
10（▲4）

特許事務の機械化
に必要な経費
296（＋4）

（+26）

1,472億円

審査審判関係経費
553（▲1）

・特許庁システム最適化計画に伴う機械化開発費の増（＋7億円）
・庁舎の大規模改修に伴う施設整備費の増（＋13億円）
・特許協力条約に基づく手数料等収納先機関への送金の増（+4億円）

＜主な歳出増減の内訳＞

施設整備費
27（＋13）

事務費等
476（+8）

（独）工業所有権情
報・研修館運営費
121（＋2）

【平成29年度歳出予算】

特許特別会計

一般会計より受入
0（▲0）

特許料等収入
269（+50）

937（+30）

特許印紙収入

2,843億円

【平成29年度歳入予算】

（独）工業所有権情報・研修館
納付金収入 －（▲26）

― 30 ―

（対２８当初）
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納付金
114（＋6）

配当金収入
1,478（＋114）

4,348億円
（▲1,410）

前年度剰余金受入
2,754（▲103）
(注）

0(▲1)
1(＋0)
0(▲0)
－(▲1,428)
554（皆増）

（復興債の償還財源）

一般会計へ繰入

4,348億円
（▲1,410）

(注）

事務取扱費 1（＋0）
国債整理基金特別会計
へ繰入 0（▲0）
国債整理基金特別会計
へ繰入(復興債の償還財源)
－(▲2,783)
予備費 1（－）

産業投資支出
3,792（＋819）

【平成29年度歳出予算】

(注）地方の財源不足の補塡に充てるため、地方公共団体金融
機構から納付され、交付税及び譲与税配付金特別会計へ ＜主な歳出増減の内訳＞
(単位：億円）（対２８当初）
繰り入れられる4,000億円を除く。
・ 産業投資支出の増（＋819）
なお、これを含む歳入・歳出の総額はそれぞれ8,348億円
インフラの海外展開支援をはじめとする成長戦略の着実な実行や地域活性化に向け、長期のリス
である。
クマネーを積極的に供給
(株)国際協力銀行への出資（＋520）
(株)海外交通・都市開発事業支援機構への出資（＋269）
(株)農林漁業成長産業化支援機構への出融資（＋80）
(単位：億円）（対２８当初）
(株)海外需要開拓支援機構への出資（＋40）
(独)都市再生機構への出資（▲48）
歳出純計額から国債
償還費、社会保障給
(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構への出資（▲40）
歳出総額
歳出純計額
付費等を除いた額
・国債整理基金特別会計へ繰入（復興債の償還財源）の皆減（▲2,783）
・一般会計へ繰入（復興債の償還財源）の皆増（＋554）
3,794（＋819）
8,348（＋590）
3,794（＋819）

償還金収入
利子収入
雑収入
株式売払収入

【平成29年度歳入予算】

財政投融資特別会計投資勘定

