記 事 解 禁
令和４年度予算政府案閣議決定後

令和４年度予算のポイント
経済産業、環境、司法・警察係予算

令和３年１２月
坂 口 主 計 官

目

次

Ⅰ．本文
１．経済産業省関連予算のポイント…１
２．環境省関連予算のポイント……１０
３．裁判所予算のポイント…………１４
４．警察庁関連予算のポイント……１５
５．法務省関連予算のポイント……１７
Ⅱ．参考資料（特別会計関係）………１９

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
4 年度予算編成の基本的な考え方
（科学技術）
１．科学技術立国推進のため、科学技術振興費の伸びを確保し、重点的に措置。
特に、スタートアップ支援、デジタルインフラの整備や基盤技術開発、サイバー
セキュリティの確保、半導体等の戦略技術の育成や管理などに必要な経費を確保。
（中小企業）
２．中小企業対策費については、貸出動向等を踏まえた政策金融に要する経費の減
少の一方で、
・ 「下請けいじめゼロ」の実現や、賃上げが可能となる環境整備の促進のため
の取引適正化対策強化や
・ コロナ禍で債務が過大となった事業者の事業再生や事業承継の支援体制の
強化 といった分野を重点的に措置。
また、デジタル化をはじめ生産性向上に向けた支援など、現下の中小企業を取
り巻く経営課題に対応するために必要な予算を計上。
（エネルギー・グリーン）
３．エネルギー対策については、2050 年までのカーボンニュートラル目標に向け
て、予算の重点化・効率化を進めつつ、太陽光、洋上風力、地熱等の再生可能エ
ネルギーの導入、クリーンエネルギー自動車の導入や、水素、アンモニア等の実
用化・普及に向けた研究開発を加速。
（東日本大震災からの復興）
４．復興特会については、特定復興再生拠点区域外の住民の帰還に向けた意向調査
の実施や、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。
＜一般会計＞

（単位：億円）
3 年度
当初※1
①

4 年度
予算※2
②

一般会計（経産省計上）

9,170

9,024

▲146

▲1.6％

科学技術振興費

1,090

1,104

＋14

＋1.3％

中小企業対策費

1,098

1,095

▲ 3

▲0.3％

その他

1,328

1,314

▲15

▲1.1％

上記合計

3,517

3,512

▲4

▲0.1％

エネルギー対策特会への繰入

5,653

5,512

▲142

▲2.5％

エネルギー需給勘定

4,109

4,079

▲30

▲0.7％

電源開発促進勘定

1,544

1,433

▲111

▲7.2％

対 3 年度当初
② － ①

※1 4 年度予算額との比較対照のため、主要経費の組替えを行っている。
※2 このほか、デジタル庁にシステム関係予算 44 億円の計上所管替えを行っている。
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＜東日本大震災復興特別会計＞
復興特会（経産省関連）

453

309

▲144

▲31.7％

5,724
2,569
3,156
1,679
1,526
153
50
7,454

5,521
2,437
3,083
1,611
1,463
148
49
7,181

▲203
▲131
▲72
▲ 68
▲ 63
▲ 5
▲ 1
▲272

▲3.6％
▲5.1％
▲2.3％
▲4.0％
▲4.1％
▲3.1％
▲1.6％
▲3.7％

＜エネルギー対策特別会計＞
エネルギー需給勘定
燃料安定供給対策
エネルギー需給高度化対策
電源開発促進勘定
立地対策
利用対策
原子力損害賠償支援勘定
特別会計歳出合計

◆

科学技術関係予算のポイント

・ 科学技術振興費は、総額 1,104 億円に増額（R3 当初比＋14 億円、＋1.3％）。
・ 特に以下について重点的に対応。
① スタートアップのエコシステム構築
② 官民データ連携のためのアーキテクチャなどのデジタルインフラの整備や基盤技
術の開発支援。またサプライチェーン全体でのセキュリティ確保のための体制構築
③ 社会のデジタル化に不可欠な半導体などの戦略技術の育成（経済安全保障）
（スタートアップ支援の強化）
○研究開発型スタートアップ支援事業

25.8 億円（21.4 億円）
【R3 補正】33.5 億円
ベンチャーキャピタルの支援を前提とした研究開発型ベンチャーの有する優れた先端技術シ
ーズなどを活用した実用化開発等を支援。

（デジタル・サイバーセキュリティ）
○産業ＤＸのためのデジタルインフラ整備事業
22.0 億円 ＜新規＞
契約・決済や自律移動ロボット等、複数の主体が連携してシステム運用を行う分野における、
「アーキテクチャ」の規格に関する開発や検証を行う。
○宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（SERVIS プロジェクト）

19.3 億円（8.4 億円）
【R3 補正】25.0 億円
わが国の優れた民生部品や民生技術を活用したベンチャー企業が行う小型・超小型衛星の宇
宙実証や、政府衛星データプラットフォームの充実・利活用の実証などを実施。

○産業系サイバーセキュリティ推進事業
21.0 億円（19.4 億円）
模擬プラントによる演習を通じたサイバーセキュリティの中核となる人材育成や、制御シス
テムの安全性検証などを実施。
○データセンターの地方拠点整備

総額 455 億円《令和 4～7 年度の国庫債務負担行為》
【R3 補正】71.0 億円
レジリエンスの確保等の観点から、東京圏以外におけるデータセンター拠点の整備促進のた
め、整備に必要となる電力・通信インフラ整備等にかかる費用を支援。
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（経済安全保障）
○重要技術管理体制強化事業
18.5 億円（18.2 億円）
大学や中小企業等における適切な技術管理体制の構築のための指導、ガイドライン策定など
による普及啓発や国際連携を支援。
○次世代半導体の研究開発の推進（高効率・高速処理を可能とする AI チップ・次世代コンピュ
ーティングの技術開発事業 等）
148.5 億円（141.2 億円）
（※一部エネ特）
高速化と低消費電力化を両立する次世代コンピューティングの実現に向けた技術開発や世界
で高いシェアを保持するわが国の半導体製造装置の技術の更なる高度化のための技術開発など
を支援。

◆

中小企業対策予算のポイント

・

政府全体の中小企業対策費は、1,713 億円（R3 当初比▲13 億円）※１、２。

（※１）中小企業等に対する貸出動向等を踏まえ、政策金融に要する経費の減少（▲54 億円）が
あった一方で、その他の政策的経費は全体として増加（＋41 億円）
。
（※２）デジタル庁への計上所管替え前ベースでは、1,735 億円（▲10 億円）

・

うち、経済産業省計上分は、1,095 億円（R3 当初比▲3 億円）※３。

（※３）デジタル庁への計上所管替え前ベースでは、1,118 億円（＋0 億円）

・ 取引適正化対策や、事業再生・事業承継支援に重点的な予算措置を行うとともに、デ
ジタル化をはじめ生産性向上に向けた支援など、現下の中小企業を取り巻く経営課題に
対応するために必要な予算を計上。
・ うち、取引適正化対策については、下請取引に対する監督体制強化のため、下請 G メ
ンを大幅に増員（120→248 名）。その際、消費税転嫁対策特別措置法の失効を踏まえ、
消費税転嫁 G メンを大幅に減員（289→42 名）することで、予算をメリハリ付け。
・ このほか、中小事業者支援の質の向上を図るため、よろず支援拠点等があっせんする
専門家派遣事業の一部有償化などの見直しなどを実施。また、事業目的が類似する補助
金を、事業者目線に立って統合整理※４し、使い勝手を改善。
（※４）サポイン事業／サビサポ事業 ⇒ 成長型中小企業等研究開発支援事業
ものづくり補助金／事業再構築補助金 ⇒ ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業

（参考）中小企業対策費の所管別内訳
3 年度
当初
①

一般会計全体
経済産業省
財務省
厚生労働省

1,726
1,098
616
12

（単位：億円）
4 年度
予算
②

1,713
1,095
606
12
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対 3 年度
当初

②－①
▲13
▲ 3
▲10
＋ 0

１

取引対策、事業再生・事業承継支援

○中小企業取引対策事業
21.3 億円（35.6 億円）
取引適正化を推進するため、
「下請かけこみ寺」による相談対応や下請代金法の執行に加え、下
請 G メン（取引調査員）の倍増により監督体制を強化。他方、消費税転嫁対策特別措置法の失効
を踏まえて転嫁 G メンを減員するなど、重点化。
（注）取引適正化等推進事業
【R3 補正】8.0 億円
長期化するコロナ禍や、最低賃金の引上げを含む労務費の上昇、原油価格の高騰等によるコ
ストの上昇を踏まえ、取引適正化を一段と推進するため、中小企業の価格交渉力の強化等に向
けた支援を実施。
○中小企業再生支援・事業承継総合支援事業
157.7 億円（95.0 億円）
「中小企業再生支援協議会」における再生計画の策定支援を強化するとともに、
「事業承継・引
継ぎ支援センター」における事業承継や M&A のマッチング支援を強化。
○事業承継・引継ぎ支援事業
16.3 億円（16.2 億円）
中小企業の経営資源引継ぎや事業再編を後押しし、事業承継・引継ぎ後の後継者が行う新たな
取組を支援するため、事業承継・引継ぎ後の設備投資・販路開拓等の費用や、事業引継ぎ時の士
業等の専門家の活用費用等を補助。

２

生産性向上支援等

○成長型中小企業等研究開発支援事業※
104.9 億円（109.0 億円）
中小企業が産学官連携により行う高度な基盤技術およびサービスモデルの研究開発等に限定
して支援を実施。また、研究開発成果の発信を行い、事業化や販路拡大の機会を提供。
（※）「サポイン事業」と「サビサポ事業」を統合整理。
○ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業※
10.2 億円 ＜新規＞
複数の中小企業・小規模事業者等が、事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新
たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトについて、連携事業者が多い取組や地域
経済への波及効果が特に高い取組に重点化して支援を実施。その際、事業再構築を伴う事業者に
限定して支援の上乗せを実施。
（※）「ものづくり補助金」と「事業再構築補助金」を統合整理。
（注）中小企業生産性革命推進事業
【R3 補正】2,000.6 億円
中小企業の生産性向上のため、革新的製品・サービスの開発に必要な設備投資等の支援（も
のづくり補助金）
、インボイス制度への対応も見据えたデジタル化等の支援（IT 導入補助金）、
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の支援（持続化補助金）、事業承継・引
継ぎ後の新たな取組等の支援（事業承継・引継ぎ補助金）を実施。
（注）中小企業等事業再構築促進事業
【R3 補正】6,123.0 億円
ポストコロナを見据えた中小企業等の事業再構築の支援を実施（事業再構築補助金）
。
○地域未来 DX 投資促進事業
15.9 億円（11.7 億円）
地域未来牽引企業等の DX を推進するため、デジタル人材育成のためのプラットフォームを整
備するとともに、産学官金一体で地域企業の DX を推進するコミュニティ活動の支援、地域全体
への波及が見込まれる DX 先進事例の創出等を支援。
（注）地域デジタル人材育成・確保推進事業
【R3 補正】13.6 億円
デジタル人材育成のためのプラットフォームの早期構築等を実施。
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○小規模事業対策推進等事業
53.3 億円（53.2 億円）
30.0 億円（40.0 億円）
○小規模事業者経営改善資金融資事業（マル経融資）
商工会・商工会議所による小規模事業者に対する経営指導等の伴走型支援や、制度改正に対応
するための専門家派遣による支援等を実施。また、商工会・商工会議所等の経営指導を受けた小
規模事業者に対して日本政策金融公庫が無担保・無保証による低利融資を実施。

３

資金繰り支援

○資金繰り支援（マル経融資を含む。
）
226.1 億円（270.4 億円）
[参考：財務省計上分]
606.1 億円（615.8 億円）
日本政策金融公庫による低利融資や信用保証協会による債務保証等を通じて、中小企業の資金
繰りを支援。

◆

その他一般会計

・ 2025 年大阪・関西万博の会場建設のために必要な経費や、中堅・中小企業等の海外展開
支援や対内直接投資の促進等に必要な予算を措置。
○国際博覧会事業
36.8 億円（28.7 億円）
2025 年大阪・関西万博開催に向けて、会場建設に関する基本設計・実施設計、日本政府館出展
に係る基本設計などを実施。
○独立行政法人日本貿易振興機構運営費交付金
255.0 億円（252.9 億円）
（独）日本貿易振興機構（JETRO）の国内外のネットワークを活かし、中堅・中小企業の海外展
開支援や対内直接投資を促進するために必要な運営費を交付。
（注）中堅・中小企業の海外展開等を通じた地域活性化支援事業
【R3 補正】11.4 億円
RCEP 協定の発効を見据え、JETRO による情報提供・相談体制拡充、中堅・中小企業の海外販
路開拓や越境 EC を通じた海外展開等を支援。
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◆

Ⅰ

エネルギー対策予算のポイント

エネルギー需給勘定（石油石炭税財源）

・ 2050 年カーボンニュートラル・2030 年の温室効果ガス 46％削減目標の達成に向け、
－ 工場等における先進的な省エネ設備投資やクリーンエネルギー自動車の購入を支援。
－ 再生可能エネルギーの主力電源化を進めるための、太陽光、洋上風力、地熱等の導入
や、水素、アンモニア等の実用化・普及に向けた研究開発を加速。
・ 昨年度創設した、野心的な二酸化炭素の排出削減に取り組む企業に対する成果連動型
の低利融資制度の創設など金融手法を活用した支援を拡充。
・ このほか、災害時におけるエネルギー供給体制の強靱化を支援するための予算を措置
するとともに、国内外の資源確保に向けた取組を支援するための予算等を措置。
１

省エネルギー・再生可能エネルギーの導入促進

○先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
253.2 億円（325.0 億円）
80.9 億円 （83.9 億円）
○住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業
産業・業務部門における省エネ取組の推進に向けて、工場・事業場における先進的な省エネ設
備等への更新費用を支援。また、現行の ZEH/ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス／ビル）
よりも先進的なモデルや、高性能断熱建材といった次世代省エネ建材の実証を支援。
（注）省エネルギー投資促進支援事業費補助金

【R3 補正】100.0 億円

○クリーンエネルギー自動車導入促進等補助金
155.0 億円（155.0 億円）
クリーンエネルギー自動車の市場確立に向けて、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）等の車両購入費用の一部を補助（最大 80 万円（電気自動
車））。また、車載用をはじめとした国内の蓄電池のサプライチェーン強靱化のための設備投資や
生産技術等に関する研究開発費用の一部を支援。
（注）クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金
【R3 補正】375.0 億円
電気自動車等の車両購入のほか、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電設備や
水素ステーションの整備等を支援。
○需要家主導による太陽光発電導入促進補助金
125.0 億円 ＜新規＞
発電事業者や需要家自らが太陽光発電設備を設置し、FIT/FIP 制度等によることなく、再生可
能エネルギーを長期的に利用する契約を締結する場合等に、太陽光発電設備の導入を支援。
（注）需要家主導による太陽光発電導入促進補助金

【R3 補正】135.0 億円

○地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金
126.5 億円（110.0 億円）
国立・国定公園等、地熱開発の新規の有望地点を開拓する先導的資源量調査や事業者が実施す
る地表調査、掘削調査等の初期調査に対する支援などを実施。
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○カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための利子補給事業
6.4 億円（2.0 億円）
事業者が、カーボンニュートラルの実現に向けた野心的な目標を掲げ、10 年以上の長期的な事
業計画を実現するため、成果連動型の低利融資制度を創設し、トランジションの取組を支援。
（注）予算額 6.4 億円のうち、システム整備費 0.4 億円は一般会計で計上(3 年度：1.0 億円)。

２

脱炭素化に向けた研究開発の推進

○洋上風力発電等の導入拡大に向けた研究開発事業
66.0 億円（82.8 億円）
洋上風力発電の導入拡大に向けて、洋上風力発電事業を行うために必要な海域調査を行うとと
もに、低廉かつ強靱なエネルギー供給体制を構築するための技術開発・実証を実施。
○水素社会実現に向けた革新的燃料電池技術等の活用のための研究開発事業
79.1 億円（66.7 億円）
水素利用の飛躍的拡大に向けて、高効率・高耐久・低コストの燃料電池システムや移動体用水
素タンク等の実現のための技術開発を実施。
○カーボンリサイクル・次世代火力発電の技術開発事業
169.5 億円（161.5 億円）
火力発電の高効率化・低炭素化に向けたアンモニア混焼等の技術開発を実施するとともに、火
力発電所から回収した二酸化炭素を再利用するためのカーボンリサイクル技術開発を実施。
○化石燃料のゼロ・エミッション化に向けた持続可能な航空燃料（SAF）・燃料アンモニア生産・利
用技術開発事業
70.8 億円（51.0 億円）
化石燃料由来の二酸化炭素排出量を削減するため、航空分野における脱炭素化の取組に寄与す
る持続可能な航空燃料（SAF）や産業分野における燃料アンモニアの製造・利用に向けた技術開
発を実施。

３

燃料の安定供給体制の確保

○石油コンビナートの生産性向上及び強靱化推進事業
75.0 億円（122.3 億円）
石油コンビナートにおける事業者間連携等により生産性向上や、自然災害に対する製油所等の
強靱化を支援。また、カーボンニュートラル社会に対応した製油所等の事業再構築を促進。
（注）コンビナートの水素、燃料アンモニア等供給拠点化に向けた支援事業
【R3 補正】70.0 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
6.7 億円（10.8 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、SS 等における災害対応能力強化に
係る設備の導入等を支援。
（注）脱炭素社会における燃料安定供給対策事業
【R3 補正】180.0 億円
脱炭素社会における事業見通しを策定することを前提として、SS のデジタル化や配送効率
化に資する設備、計量器や地下タンク・配管などの設備等の導入を支援。
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388.0 億円（513.0 億円）
○石油天然ガス田の探鉱・資産買収等事業に対する出資金
石油・天然ガスの自主開発比率の引上げのため、日本企業による石油・天然ガスの権益獲得を
支援するための（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）に対する出資金。

Ⅱ

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や原子力にかかる技術開発等に必要な予算を計上。
また、「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 月閣議決
定）を踏まえ、中間貯蔵施設費用相当分として、原子力損害賠償・廃炉等支援機構への交
付金を計上。

○電源立地地域対策交付金
730.4 億円（754.8 億円）
発電用施設等の設置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
容量や発電電力量等によって算定される交付金を交付。
○高速炉に係る共通基盤のための技術開発委託費
43.5 億円（43.5 億円）
高速炉の共通課題に向けた基盤整備と安全性向上に関する技術開発を拡充し、枢要技術の確立
と試験研究施設の整備等を実施。
（注）安全性向上等に資する革新的な原子力イノベーション事業

【R3 補正】20.0 億円の内数

○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
35.0 億円（37.9 億円）
高レベル放射性廃棄物の地層処分技術の信頼性・安全性の向上に向けて、必要な調査・研究開
発を実施。
○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
10.0 億円（10.0 億円）
MOX 燃料を含む様々な種類の使用済燃料を再処理する際に発生する廃液を対象としたガラス固
化技術の確立のための研究開発を実施。
○原子力損害賠償・廃炉等支援機構交付金
470.0 億円（470.0 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交付。

◆

東日本大震災復興特別会計（経産省関連）のポイント

・

特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けて、住民への意向調査の実施に必要な
予算を措置。
・ 福島イノベーション・コースト構想の実現や被災中小企業の復旧事業、雇用創出・産業
集積等に必要な予算を措置。
（特定復興再生拠点区域外）
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○特定復興再生拠点区域外に係る調査等事業
14.3 億円 ＜新規＞
特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けて、住民への意向調査や意向確認結果を反映し
た対象地域の地図データ、線量データ等の整備を実施。
（産業復興）
○地域復興実用化開発等促進事業
59.1 億円（57.0 億円）
○福島イノベーション・コースト構想推進基盤整備事業
10.5 億円（11.0 億円）
福島県浜通り地域等における福島イノベーション・コースト構想を実現するため、福島ロボッ
トテストフィールド等の拠点施設の運営等や同地域の産業振興に資する実用化開発等を支援。
○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）
22.5 億円（64.3 億円）
被災中小企業等のグループが、県の認定を受けた復興事業計画に基づき行う施設等の復旧事業
等を支援。

（参考）予算の効率化・重点化等の取組
（中小企業対策）
○下請けいじめゼロに向けた体制強化
下請取引に対する監督体制強化のため、下請 G メンを大幅に増員（120→248 名）。その際、消
費税転嫁対策特別措置法の失効を踏まえ、消費税転嫁 G メンを大幅に減員（289→42 名）するこ
とで、予算をメリハリ付け。
○中小事業者の支援のあり方の見直し
中小事業者支援の質の向上を図るため、よろず支援拠点等があっせんする専門家派遣事業の一
部有償化などの見直しなどを実施。
また、事業目的が類似する補助金を、事業者目線に立って統合整理し※、使い勝手を改善。
（※）具体の見直し
サポイン事業／サビサポ事業 ⇒ 成長型中小企業等研究開発支援事業
ものづくり補助金／事業再構築補助金 ⇒ ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業
○非予算措置との組み合わせによる施策効果の最大化
JAPAN ブランド育成支援等事業について、中小企業庁の選定する支援パートナーとの連携を必
須としたうえで、第三者委員会による事後評価を組み込むなど、非予算措置も含めた重層的な支
援制度に見直し、予算の効果の最大化を図る。
（※）具体例
JAPAN ブランド育成支援等事業（支援パートナー制度の導入）
コンテンツ海外展開促進事業（プロフェッショナルアドバイザーズ制度の導入）
（デジタル・経済安全保障）
○複数年度事業への国庫債務負担行為の活用（データセンター基盤整備）
データセンターの地方立地促進のための基盤整備事業について、複数年度にわたる事業を安定
的に実施するために、国庫債務負担行為を活用し、あらかじめ必要な事業規模を確保。
（令和 4～
7 年度の 4 年総額 455 億円）
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環 境 省関 連予 算 のポ イン ト
４年度予算編成の基本的な考え方
○

2050 年カーボンニュートラル及び 2030 年度削減目標の実現に向けて、地域脱炭素ロ
ードマップに基づく脱炭素先行地域における再エネ導入等を推進するとともに、省Ｃ
Ｏ２型のプラスチック資源循環高度化等を重点的に推進。

○

ＣＯＰ２６（国連気候変動枠組条約第２６回締約国会議）におけるパリ協定６条（市
場メカニズム）に関するルール合意を踏まえ、我が国のＣＯ２排出量削減にも資する脱
炭素インフラ輸出等の拡大を推進。

○

ＧＯＳＡＴ（温室効果ガス観測技術衛星）の技術高度化等により、日本の強みを生
かした国際連携を推進するほか、災害対応・地球温暖化対策の観点も含めた一般廃棄
物処理施設の整備を着実に推進。

○

除染後の除去土壌等の仮置場から中間貯蔵施設への輸送等を着実に推進するととも
に、ＡＬＰＳ処理水（多核種除去設備等処理水）の海洋放出に関連する海域環境モニ
タリングを確実に実施。また、原子力発電施設等への査察体制の整備等を充実・強化。

3 年度
当初※1
①

＜一般会計＞
（単位：億円）
一般会計（環境省計上）
エネルギー対策費（エネ特・エネ需繰入）

対 3 年度当初
②－①

3,233

3,291

+59

+1.8%

1,290

1,317

+27

+2.1%

453

454

+1

+0.3%

1,021

1,033

+12

+1.1%

469

488

+19

+4.0%

353

338

▲14

▲4.1%

108

101

▲7

▲6.7%

95

89

▲6

▲6.2%

3,646

3,466

▲180

▲4.9%

公共事業関係費
科学技術振興費・その他経費※３

4 年度
予算※2
②

原子力規制委員会
エネルギー対策費（エネ特・電促繰入）

一般会計（内閣府計上）
エネルギー対策費（エネ特・電促繰入）
＜東日本大震災復興特別会計＞
復興特会（環境省関連）

※1 3 年度当初予算額は、4 年度予算額との比較対照のため組替えをしてある。
※2 このほか、デジタル庁にシステム関係予算 50 億円（3 年度 46 億円）を計上している。
※3 科学技術振興費・その他経費は、原子力規制委員会の分を除く。
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◆

エネルギー対策予算のポイント

・

2050 年カーボンニュートラル及び 2030 年度削減目標の実現に向けて、地域脱炭素ロ
ードマップに基づく脱炭素先行地域における再エネ導入等を推進するとともに、
省ＣＯ２型のプラスチック資源循環高度化等を重点的に推進。

・ ＣＯＰ２６（国連気候変動枠組条約第２６回締約国会議）におけるパリ協定６条（市
場メカニズム）に関するルール合意を踏まえ、我が国のＣＯ２排出量削減にも資する脱
炭素インフラ輸出等の拡大を推進。

〇 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
200.0 億円（新規）
脱炭素先行地域における再エネ等設備の導入、再エネ利用最大化のための基盤インフラ設
備（蓄電池、自営線等）及び省ＣＯ２等設備の導入等の事業や、地方公共団体における断熱改
修や電動車の導入といった複数の重点対策を組み合わせた事業を、複数年度にわたり継続的
かつ包括的に支援。
○ 脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業
50.0 億円（43.0 億円）
脱炭素化を図りつつ、国内における資源循環高度化を推進するため、省ＣＯ２型のプラスチ
ック高度リサイクル設備や、従来の化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来
素材（バイオマス・生分解プラスチック、セルロース等）の製造設備等の導入を支援。
【3 補正】50.0 億円
○ 脱炭素移行促進に向けた二国間クレジット制度（ＪＣＭ）資金支援事業
135.0 億円（113.9 億円）
パリ協定６条のルールに基づき、我が国の 2030 年度削減目標の達成と世界全体のＣＯ２排
出削減に貢献するとともに、海外の脱炭素技術の市場を拡大するため、我が国の優れた脱炭
素技術を用いたインフラ等の途上国等への導入を支援。

― 11 ―

◆科学技術振興費・公共事業関係費のポイント

・

ＧＯＳＡＴ（温室効果ガス観測技術衛星）の技術高度化等により、日本の強みを生か
した国際連携を推進。

・

災害対応・地球温暖化対策の観点も含めた一般廃棄物処理施設の整備を着実に推進。

○ ＧＯＳＡＴの技術高度化事業等
15.6 億円（15.4 億円）
エネルギー対策特別会計も合わせ、ＧＯＳＡＴ（温室効果ガス観測技術衛星）２号機の継続
運用とともに、世界の温室効果ガス排出源の特定と排出量の推定精度向上を目指し、ＧＯＳＡ
Ｔ３号機に係るシステム開発等を実施。
【4 予算】25.0 億円（エネ特）
【3 補正】10.2 億円（一般会計）
【3 補正】30.3 億円（エネ特）
○ 一般廃棄物処理施設の整備
272.1 億円（270.8 億円）
一般廃棄物処理施設について広域化・集約化を図りつつ、エネルギー対策特別会計等も活用
して、平成当初以降にダイオキシン類対策のために整備した施設の老朽化による更新需要に対
応し、廃棄物処理施設の災害強靱化や地球温暖化対策の強化を推進。
【4 予算】215.3 億円（エネ特）
【4 予算】 7.0 億円（非公共）
【3 補正】450.0 億円（一般会計）
【3 補正】 26.0 億円（非公共）

◆ 原子力規制委員会・内閣府（原子力防災担当）の予算のポイント
・ 原発等への査察体制等の整備や原発等周辺地域における原子力防災体制を充実・強化。

（１）原子力規制委員会
○ 保障措置の実施に必要な経費
37.8 億円（33.9 億円）
日・ＩＡＥＡ保障措置協定に基づく原子力発電施設等への査察等を実施するため、実施体制
や検査機器を整備。六ヶ所再処理施設の稼働に伴う検査機器等を導入。
【3 補正】 1.2 億円

（２）内閣府（原子力防災担当）
○ 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金
95.0 億円（87.9 億円）
地域防災計画・避難計画の具体化・充実化を進めるため、道府県が行う原子力災害時の防災
活動に必要な放射線測定器、防護服等の資機材を整備するほか、避難の円滑化を着実に推進。
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◆ 東日本大震災復興特別会計（環境省関連）のポイント
・

除染後の除去土壌等の仮置場から中間貯蔵施設への輸送や、特定復興再生拠点におけ
る除染・家屋解体等を着実に推進。

・

ＡＬＰＳ処理水（多核種除去設備等処理水）の海洋放出に関連する海域環境モニタリ
ングを確実に実施。

○ 中間貯蔵施設の整備等
1,981.1 億円（1,872.4 億円）
除去土壌等を最終処分するまでの間安全に集中的に管理・保管するための中間貯蔵施設の整
備と除去土壌等の輸送等を実施。
○ 特定復興再生拠点整備事業
444.6 億円（637.1 億円）
帰還困難区域の復興・再生に取り組むため、同区域内に定められた特定復興再生拠点区域（避
難指示の解除により住民の帰還を目指す区域）において、除染・家屋解体等を実施。
○ 放射性物質汚染廃棄物の処理
637.8 億円（768.0 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）等について、仮設焼却施設における処理や、管理型処分場を活用した埋立処分等を実施。
○ 除去土壌等の適正管理・搬出等
270.9 億円（252.6 億円）
中間貯蔵施設への搬出までの間の除去土壌等の仮置場での適正な管理、搬出し終えた仮置場
の原状回復等を実施。
○ 環境モニタリング調査
7.5 億円（4.9 億円）
東日本大震災被災地の公共用水域等における放射性物質等のモニタリング調査を実施。ＡＬ
ＰＳ処理水の処分に関する基本方針決定を受け、風評影響を最大限抑制するため、放出開始前
後の海域のトリチウム等の放射性物質濃度のモニタリングを開始。

（参考）予算の効率化・重点化等の取組
○ 脱炭素化に向けた研究開発・実証事業について、高いＣＯ２削減効果を達成できるよう商品化を
促進するための効率化を実施。
優れたＣＯ２排出削減技術の開発・商品化を支援する事業について、中間評価等において商品
化の視点を踏まえた項目に見直すほか、事業者と金融機関等との双方的なマッチング会を企
画・実施すること等を通じて、これまでよりも効率的な商品化等につなげることで、高いＣＯ２
削減効果の達成を図る。
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裁 判 所 予 算 のポイント
４年度予算編成の基本的な考え方
１．裁判手続のデジタル化等を着実に進めるとの観点から、民事訴訟手続や家事事
件のウェブ会議の利用を拡大するとともに、裁判書類の電子提出等の利用に向け
た運用を拡大。
２．裁判所施設の長寿命化、狭隘解消等の取組を計画的かつ着実に推進。

＜一般会計＞
（単位：億円）

裁判所
うち、人件費
うち、物件費

１

４年度
予算
②

３年度
当初
①

3,254
2,733
520

裁判手続のデジタル化等

3,228
2,698
530

対３年度当初
② － ①

▲ 26
▲ 35
＋
9

▲0.8%
▲1.3%
＋1.8%

11.3 億円（ 2.3 億円 ）
（※裁判手続のデジタル化に伴う事件共通関係経費の増分を含む）

民事訴訟手続のデジタル化を着実に進めるとの観点から、ウェブ会議利用を最高裁、高裁
及び地裁支部に拡大。更に裁判書類の電子提出等の利用に向けた運用を拡大。
家事事件については、4 庁で試行的に開始を予定しているウェブ会議を活用した非対面で
の運用について、更に 19 庁でも運用するための経費を措置。

２

裁判所施設の整備

145.6 億円（ 146.2 億円 ）

裁判所施設の老朽化が進む中、耐震性能の不足や狭隘化が顕著な状況となっていることを
踏まえ、建替え・改修等を実施。

（参考

人的基盤の充実・強化）

人的合理化をはかりつつ、事件処理支援の体制強化及び国家公務員のワークライフバラン
ス推進を図るため、必要となる人員を確保。増員、合理化減等をあわせた裁判所全体の定員
は 25,616 人（▲66 人）。
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警 察 庁 関 連 予 算 のポイント
４年度予算編成の基本的な考え方
１．深刻な情勢にあるサイバー空間の脅威に対処するため、サイバー隊の設置をは
じめ、警察組織の総合力を発揮した効果的な対策を推進。
２．警察情報管理システムの共通基盤システムへの集約化を着実に推進する等、警
察活動の基盤を強化するとともに、通学路対策を含む交通安全施策や、ストーカ
ー・ＤＶ、児童虐待及び特殊詐欺等の生活の安全を脅かす犯罪対策を推進。

＜一般会計＞
（単位：億円）

３年度
当初
①

3,235
（3,324）

2,873
（3,110）

うち、人件費

1,080

1,046

うち、物件費

1,625
（1,714）

1,286
（1,522）

警察庁

うち、交付税特会繰入
※

１

４年度
予算
②

530

541

対３年度当初
② － ①

▲ 362
▲11.2%
（▲ 214） （▲6.4%）
▲

34

▲ 3.1%

▲ 339
▲20.9%
（▲ 192） （▲11.2%）
＋

11

＋2.1%

（ ）書きはデジタル庁一括計上額（３年度：89 億円、４年度：236 億円）を含んだ額

サイバー空間の脅威への対処

37.9 億円（ 22.4 億円 ）

深刻な情勢にあるサイバー空間の脅威に対処するため、サイバー隊の設置をはじめ、サイ
バー犯罪・サイバー攻撃に的確かつ機動的に対処するための体制整備等を推進。
※ ３年度補正：34.1 億円

２

テロ対策と大規模災害等の緊急事態への対処

62.0 億円（ 291.0 億円 ）

国際テロの脅威が継続している情勢等を踏まえ、引き続きテロ対策等を推進。また、頻発
する大規模災害のほか、国境離島における警備事象等の緊急事態に係る対処能力を強化。
※ ３年度補正：141.2 億円
※ ３年度は東京オリンピック・パラリンピック競技大会に伴う警備対策（223.5 億円）を含む。

３

安全かつ快適な交通の確保

204.4 億円 （ 203.7 億円 ）

交通事故死者に占める高齢者比率の高まりや、子供が犠牲となる痛ましい事故の続発など
の状況を受け、通学路対策を含む、交通安全確保の諸施策等を実施。
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○通学路における子供をはじめとする歩行者の安全対策
11.5 億円（新規）
通学路における子供等の安全な通行空間を確保するため、交通安全施設等や効果的な速度
違反取締りのための資機材を整備。
※ ３年度補正：6.0 億円

○運転免許証の更新時講習のオンライン化
3.7 億円（－億円）
オンラインによる更新時講習（優良運転者講習）のモデル事業実施等。
４

客観証拠重視の捜査のための基盤整備

125.4 億円（ 108.1 億円 ）

犯罪の悪質化・巧妙化等により犯罪の立証における客観証拠の重要性が高まる中、ＤＮＡ
型鑑定等を強化。また、犯罪死の見逃し防止の観点から適正な死体取扱業務を推進。
５

組織犯罪対策の推進

36.4 億円（ 40.7 億円 ）

暴力団等の資金獲得活動が多様化しているほか、薬物事犯検挙人員が高い水準で推移。厳
しい組織犯罪情勢を踏まえ、捜査用資機材を整備するとともに、各種施策を推進。
６

生活の安全を脅かす犯罪対策の推進

34.1 億円（ 33.3 億円 ）

ストーカー・ＤＶ、児童虐待及び特殊詐欺等、女性、子供、高齢者が被害に遭う犯罪が発
生する中、ストーカー事犯や特殊詐欺対策等を推進するほか、被害者の心情に配意した性犯
罪捜査の推進を強化。
７

警察基盤の充実・強化

359.1 億円（ 382.2 億円 ）

警察の人的基盤強化や、活動の基盤となる拠点施設・装備資機材・情報通信機器等を整備。
○警察活動の拠点施設の整備
169.0 億円（164.2 億円）
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。
○警察情報通信基盤の整備充実
137.8 億円（107.0 億円）
警察情報管理システムの共通基盤システムへの集約化を着実に推進するとともに、110 番
通報等に迅速かつ的確に対応するための通信指令システム等を整備。
○現場執行力の強化
35.7 億円（90.5 億円）
警察活動を迅速かつ的確に行うため、警察用車両・警察用航空機及び装備資機材を整備。
※ ３年度補正：230.1 億円

８

東日本大震災復興特別会計

3.0 億円（ 3.3 億円 ）

被災地の安全確保に向けた取組の推進。
（参考

人的基盤の充実・強化）
サイバー隊の新設や経済安全保障のための情報収集・分析等に必要となる人員を確保。増
員・合理化減等をあわせた警察庁定員は 8,651 人（▲3 人）。
※ 計数にはデジタル庁一括計上額を含む。
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法 務 省関 連 予算のポイント
４年度予算編成の基本的な考え方
１．戸籍事務におけるマイナンバー制度の利活用やオンラインによる登記関係手
続の利便性の向上を含め、法務行政における質の向上及び業務の効率化を図るた
めのデジタル化を推進。
２．
「世界一安全な国、日本」の実現に向け、満期釈放者対策を始めとする再犯防
止対策等を推進するとともに、経済安全保障体制を充実・強化。

＜一般会計＞
（単位：億円）

１

４年度
予算
②

7,431
（7,852）

7,438
（8,039）

うち、人件費

5,240

5,197

うち、物件費

2,191
（2,612）

2,241
（2,842）

法務省

※

３年度
当初
①

（

対３年度当初
②

－

①

＋
（＋
▲

6
＋0.1%
186） （＋2.4%）
44

▲ 0.8%

＋ 50
＋2.3%
（＋ 230） （＋8.8%）

）書きはデジタル庁一括計上額（３年度：421 億円、４年度：601 億円）を含んだ額

法務行政のデジタル化の推進

758.4 億円（ 569.6 億円 ）

戸籍事務におけるマイナンバー制度の利活用やオンラインによる登記関係手続の利便性
の向上を含め、法務行政における質の向上及び業務効率化を図るためのデジタル化を推進。
○戸籍事務におけるマイナンバー制度の利活用の推進
253.4 億円（72.1 億円)
マイナンバー制度を導入することにより、市区町村が個々に保有する戸籍情報を行政手続
等において活用できることとなり、利便性向上を促進。
※ ３年度補正：61.9 億円

２

治安・テロ対策の強化
32.4 億円（ 30.6 億円 ）
懸念国による機微技術獲得の動きの活発化や世界各国で頻発するテロへの対応が我が国
の重要な政策課題となる中、経済安全保障・テロ関連情報の収集・分析を強化。
※ ３年度補正：17.9 億円

３

包摂的な社会の実現に向けた人権擁護活動の充実・強化

35.5 億円（ 35.5 億円 ）

インターネット上の人権侵害など様々な人権課題解消に向けた人権擁護活動の充実・強化。
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４

外国人材の受入れ・共生社会の実現

38.5 億円（ 37.3 億円 )

外国人受入れのための更なる環境整備及び在留外国人等に対する相談体制の強化。
５

再犯防止施策の充実・強化

300.9 億円（ 250.4 億円 )

再犯防止推進計画加速化プラン等を踏まえ、矯正施設内の「施設内処遇」及び更生保護に
おける「社会内処遇」として、就労支援や満期釈放者等に対する「息の長い」支援を充実・
強化。
（１）施設内処遇の充実
40.2 億円（33.0 億円)
対象者の特性に応じた効果的な指導の充実、及び職業訓練や就労支援の充実。
（２）社会内処遇の充実
17.9 億円（14.5 億円)
満期釈放者等に対する「息の長い支援」の充実強化及び更生保護施設・自立準備ホームの
受入れ及び処遇機能を強化。
（３）矯正施設等の整備
242.7 億円（202.9 億円)
災害への対応強化や再犯防止施策の実施基盤の整備のための矯正施設等の施設整備に係
る経費を措置。
※ ３年度補正：128.4 億円

６

検察活動の充実・強化

12.8 億円（ 12.1 億円 ）

取調べの録音・録画装置やデジタル・フォレンジックに必要な資機材を始め、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を充実・強化。
７

所有者不明土地問題への対応及び地図整備事業の推進

68.9 億円（ 67.8 億円 ）

所有者を特定することが困難な土地等の利活用に向けて、所有者不明土地等問題の解消や
相続登記の促進、登記所備付地図の整備等の取組を推進。
（参考① 人的基盤の充実・強化）
事務の合理化、業務改革を進めつつ、出入国在留管理体制の強化及び外国人材の円滑かつ
適正な受入れの促進、所有者不明土地問題への対応及び地図整備体制の強化、経済安全保障
体制及びテロ発生の未然防止体制の充実・強化等に必要となる人員を確保。増員、合理化減
等をあわせた法務省定員は 55,040 人（+228 人）。
（参考② 予算の効率化・重点化等の取組）
登記情報のデータベース拠点を現状の４拠点から１拠点に集約。機器の借料・保守費，運
用支援経費・アプリケーション保守経費などを効率化。（令和７年度から５年間で▲24 億
円の削減効果）
※ 計数にはデジタル庁一括計上額を含む。
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参

考

資

料

（特別会計関係）
（令和４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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電源開発促進勘定

エネルギー需給勘定

電源開発促進勘定

エネルギー需給勘定

0（▲0）

10,998（▲105）

137,760（▲2,781）

特別会計全体

3,224（▲74）

3,224（▲74）

112,168（▲2,879）

7,773（▲31）

歳出純計額

22,368（＋172）

歳出総額

10,998（▲105）

0（▲0）

3,224（▲74）

7,773（▲31）

歳出純計額から国債
償還費、社会保障費
等を除いた額

（対３年度当初）

運営費交付金、
施設整備費補助金
936（▲0）

電源立地対策費等
2,024(▲72)

※計数はそれぞれ四捨五入しているので、合計において一致しない場合がある。

(原子力損害賠償支援勘定)
・交付国債の償還金の支出に要する費用の財源に充てるための借入金の減少等による国
債整理基金特会への繰入の減（▲2,879億円）

(電源開発促進勘定)
・事業終了等に伴う電源立地地域対策交付金の減（▲24億円）

＜主な歳出増減の内訳＞
(エネルギー需給勘定)
・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の新設に伴う増（＋200億円）

国債整理基金特会へ繰入
112,168（▲2,879）

原子力損害賠償支援証券及借入金
112,119（▲2,878）

（▲2,781）
原子力損害賠償支援勘定

(単位：億円）（対３年度当初）

14,548（+179）

国債整理基金特会へ繰入

運営費交付金、出資金
1,983（▲136）

燃料安定供給対策費 エネルギー需給構造高度化対策費
3,286（+17）
2,443（+74）

137,760億円

【令和４年度歳出予算】

原子力損害賠償支援勘定

（▲2,781）

原子力損害賠償
支援勘定

エネルギー
需給勘定
電源開発
促進勘定

勘定別

前年度剰余金受入
1,505（▲146）
石油証券及借入金
一般会計より受入
14,987（+301）
2,939（▲134）

一般会計より受入
5,395（▲4）

137,760億円

【令和４年度歳入予算】

エネルギー対策特別会計
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1,541（▲21）

歳出総額

一般会計より受入
0（▲0）

1,538（▲21）

歳出純計額
1,538（▲21）

歳出純計額から国債
償還費、社会保障費
等を除いた額

（▲21）

1,541億円

審査審判関係経費
478（▲13）

特許事務の機械
化に必要な経費
352（▲44）

施設整備費
103（+59）

【令和４年度歳出予算】

※計数はそれぞれ四捨五入しているので、合計において一致しない場合がある。

・ 経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画に伴う機械化経費の減（▲44億円）

（対３年度当初）

事務費等
164（▲10）

人件費
337（▲10）

（独）工業所有権情報・研
修館運営費交付金
108(▲3)

＜主な歳出増減の内訳＞
・ 特許庁庁舎大規模工事（Ⅱ期）に伴う施設整備費の増（+59億円）

特許印紙収入
825（▲22）

(単位：億円）（対３年度当初）

（+60）

1,898億円

409（▲123）

前年度剰
余金受入

特許料等収入
661（+210）

雑収入
3（▲5）

【令和４年度歳入予算】

特許特別会計
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株式売払収入
1,834 （皆増）

6,664 億円
(+2,336)

(注）

前年度剰余金受入
2,399 (+375)

=

1 (＋0)
0 (▲0)

7,164（＋436）

歳出総額

3,963（▲364）

歳出純計額
3,963（▲364）

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３年度当初）

(単位：億円）（対３年度当初）

産業投資支出
3,262 (▲ 364)

※計数はそれぞれ四捨五入しているので、合計において一致しない場合がある。

・ 産業投資支出の減（▲364）
(株)国際協力銀行への出資（＋250）
(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構への出資（＋204）
(株)日本政策投資銀行への出資（▲1,250） 等

・ 一般会計へ繰入の皆増（＋2,700）

＜主な歳出増減の内訳＞

6,664億円
(+2,336)

(注）

事務取扱費 1 （▲0）
国債整理基金特別会計
へ繰入 0 （－）

【令和４年度歳出予算】

一般会計へ繰入
2,700（皆増）

産業投資予備費
700 （－）

出資回収金収入
370 (+262)

配当金収入
1,842 (▲ 101)

納付金
169 (▲ 34)

(注）地方公共団体金融機構からの納付金(500億円)は、森林環境譲
与税の譲与財源に充てるために500億円を交付税及び譲与税配付
金特別会計へ繰り入れるほか、上下水道コンセッションの導入を促
進するための補償金免除繰上償還に伴う財政融資資金勘定の利子
収入の減少の補塡に充てるために0億円を同勘定へ繰り入れること
としているため、上記の歳入・歳出に含んでいない。
なお、これを含む歳入・歳出の総額はそれぞれ7,164億円である。

利子収入
雑収入

償還金収入
50 （－）

【令和４年度歳入予算】

財政投融資特別会計投資勘定

