
文中、〔　〕書きの金額は、令和2年度当初予算（臨
時・特別の措置を除く。）比の増減を表す。

○　経済産業省予算
１　概観
経済産業省の令和3年度一般会計予算は、中小企業

対策費を増額する一方、エネルギー対策特別会計の剰
余金等の増加等に伴うエネルギー対策特別会計への繰
入れの削減や内閣官房及びデジタル庁にシステム関係
予算の計上所管替えを行ったこと等により、対前年度
当初予算（臨時・特別の措置を除く。）で▲172億円
の9,170億円となっている。
経済産業省の令和3年度一般会計予算では、デジタ

ル化を支える量子・AI・ロボット等の研究開発や、
企業・分野間のデータ連携の円滑化のためのアーキテ
クチャ（共通の技術仕様）の策定、安全保障と一体と
なった経済の強靱化のためのサイバーセキュリティ対
策に重点的な予算措置を行っている。また、中小企業
の生産性の向上を促進するための設備投資や事業再
生・事業承継に対する支援といった現下の中小企業を

取り巻く経営課題に対応するために必要な予算を計上
している。さらに、2025年の大阪・関西万博に係る
経費等も計上している。
エネルギー関連では、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、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
も活用しつつ、省エネ・再エネの導入を着実に推進す
るとともに、再エネの主力電源化に向けて、洋上風力
の導入拡大や革新型蓄電池・燃料電池などの研究開発
を推進するとともに、カーボンリサイクル技術のイノ
ベーションを加速するために必要な予算を計上してい
る。
東日本大震災復興特別会計においては、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計
上し、引き続き復興支援を推進することとしている。

２　科学技術関係
デジタル化を支える量子・AI・ロボット等の研究

開発や、企業・分野間のデータ連携の円滑化のための
アーキテクチャ（共通の技術仕様）の策定、安全保障

令和3年度　司法・警察、経済産業、
環境予算について
主計局主計官　渡邉  和紀

【経産】計数表
（単位：億円）

項 目 2年度当初
（1）

3年度予算
（3）うち通常分

（2）
うち臨時・
特別の措置

対2年度当初
（3）－（1） うち通常分

（3）－（2）
経産省　一般会計 12,435 9,341 3,093 9,170 ▲3,265 ▲26.3% ▲172 ▲1.8%

エネ特繰入以外 6,359 3,589 2,769 3,517 ▲2,842 ▲44.7% ▲73 ▲2.0%
科学技術振興費 1,133 1,133 － 1,090 ▲43 ▲3.8% ▲43 ▲3.8%
中小企業対策費 1,141 1,111 30 1,117 ▲24 ▲2.1% 6 0.6%
その他 4,085 1,345 2,739 1,309 ▲2,776 ▲68.0% ▲36 ▲2.7%

エネ特繰入 6,076 5,752 324 5,653 ▲422 ▲7.0% ▲99 ▲1.7%
エネ需勘定繰入 4,506 4,182 324 4,109 ▲396 ▲8.8% ▲73 ▲1.7%
電促勘定繰入 1,570 1,570 － 1,544 ▲26 ▲1.7% ▲26 ▲1.7%

復興特会（経産省関連） 273 453 181 66.2%
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と一体となった経済の強靱化のためのサイバーセキュ
リティ対策に重点的な予算措置を行っており、一般会
計の科学技術振興費で1,090億円〔▲43億円〕を計
上している。（なお、令和2年度当初予算の特殊要因
である「独法等の監視に係る次期システム構築事業」
（54億円）が剥落。）
具体的には、IoTの社会実装に向けた次世代人工知

能等の基盤技術の開発を実施するため58億円〔＋8
億円〕を計上するほか、新型コロナを受けた社会変容
への迅速な対応のため、新しいITインフラに合わせ
た次世代ソフトウェアプラットフォームの標準化に資
するITサービス開発の実証への支援として1億円〔新
規〕を計上している。

３　中小企業対策
中小企業対策費は、経済産業省予算のほか、財務省

予算及び厚生労働省予算に計上されており、景気の悪
化による中小企業等の信用リスクの上昇等のための資
金繰り支援に要する経費の増〔＋7億円〕等を反映し
て、一般会計全体では1,745億円〔＋22億円〕を計
上している。
令和3年度予算においては、中小企業の生産性向上

を促進するための設備投資や事業再生・事業承継、資
金繰り対策等に必要な予算を計上している。
具体的には、中小企業が産学官連携により行う研究

開発等を支援する戦略的基盤技術高度化・連携支援事
業109億円〔▲22億円〕、複数の中小企業が連携して
生産性向上を図るものづくり・商業・サービス高度連
携促進事業10億円〔＋0億円〕、事業引継ぎ時の士業
等の専門家の活用費用等を補助する事業承継・世代交
代集中支援事業16億円〔新規〕、再生支援や事業承継
支援のためのワンストップ窓口の整備等を行う中小企
業再生支援・事業承継総合支援事業95億円〔＋20億
円〕を計上している。資金繰り対策については、（株）
日本政策金融公庫による低利融資や信用保証協会の債
務保証等を円滑に行うため271億円〔▲8億円〕（別
途財務省分616億円〔＋15億円〕）を計上している。
また、財政制度等審議会等の指摘を踏まえ、中小企

業であっても、大企業の子会社や課税所得が一定以上
のものについては、補助の対象外又は大企業と同率の
補助率の適用とすることにより支援を重点化するとと

もに、事業のアウトカムの見直し、波及効果の高い取
組への重点化、効果検証の実施を行うなど、執行も含
めて予算の重点化・効率化を推進している。

４　国際展開支援
令和3年度予算においては、企業の国際展開の支援
として、中堅・中小企業等の海外展開支援や対内直接
投資の促進、グローバルベンチャーの創出支援等に必
要な予算を計上している。
具体的には、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、（独）日本貿易振興機構
（JETRO）への運営費交付金として253億円〔▲1億
円〕等を計上している。また、大阪・関西万博の開催
準備等のため、29億円〔▲5億円〕を計上している。

５　エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計には、石油石炭税収を財源
とするエネルギー需給勘定、電源開発促進税収を財源
とする電源開発促進勘定、原子力損害賠償支援勘定の
3つの勘定がある。

（１）エネルギー需給勘定（石油石炭税財源）
令和3年度予算においては、予算の重点化・効率化
を進めつつ、省エネ・再エネの導入の着実な推進、再
エネの主力電源化に向けて洋上風力の導入拡大や革新
型蓄電池・燃料電池などの研究開発を推進するととも
に、カーボンリサイクル技術のイノベーションを加速
することとしている。

ア．エネルギー需給構造高度化対策
〈省エネルギー関連予算〉
省エネルギー関連予算としては、省エネルギー技術
の研究開発や省エネ設備投資・クリーンエネルギー自
動車の購入等を支援しており、規制的手法との組み合
わせ等により効果的・効率的に省エネルギー政策を推
進することとしている。また、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も新たに実
施することとしている。
具体的には、先進的省エネルギー投資促進支援事業
費補助金については、産業・業務部門における省エネ
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ルギーの取組の推進に向けて、標準的な設備と省エネ
設備の導入費用の差分（掛かり増し分）への補助へと
見直しを行ったこと等により325億円〔▲71億円〕
を計上しているほか、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2億円
〔新規〕（予算額2億円のうち、システム整備費1億円
は一般会計で計上）を計上している。
〈再生可能エネルギー関連予算〉
再生可能エネルギー関連予算については、再生可能

エネルギーの主力電源化に向けて、洋上風力の海域調
査や低コスト化に向けた研究開発・実証、革新的蓄電
池・燃料電池技術の研究開発などの予算を措置すると
ともに、二酸化炭素を吸収するコンクリートやバイオ
ジェット燃料の開発などカーボンリサイクル技術のイ
ノベーションを加速する予算を拡充している。
具体的には、洋上風力発電等の導入拡大に向けた研

究開発事業83億円〔＋6億円〕やカーボンリサイク
ル・次世代火力発電の技術開発事業162億円〔＋6億
円〕等を計上している。

イ．燃料安定供給対策
我が国のエネルギーの安定供給を確保する観点か

ら、災害時におけるエネルギー供給体制の強靱化や国
内外の資源確保等に必要な経費を計上している。
具体的には、（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機

構（JOGMEC）への出資金513億円〔▲52億円〕等
を計上している。

（２）電源開発促進勘定（電源開発促進税財源）
電源開発促進勘定の歳出は、発電設備の建設と運転

を円滑にすることを目的とする「電源立地対策」、発
電用施設の利用促進と安全確保等を目的とする「電源
利用対策」及び「原子力安全規制対策」で構成されて
おり、前二者の経済産業省所管分については、それぞ
れ1,526億円〔▲8億円〕、153億円〔＋12億円〕を
計上している。このうち、「電源立地対策」の約半分
を占める電源立地地域対策交付金は、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、立地自治体
に対して交付される交付金である。設備容量や発電電
力量などによって交付額が算定されており、755億円
〔▲7億円〕を計上している。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につ
いて、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対する交付
金として470億円〔同額〕を計上している。

６　復興関係（東日本大震災復興特別会計）
東日本大震災の被災地の復旧・復興状況を踏まえ、

福島イノベーション・コースト構想の実現や被災中小
企業の復旧事業等に必要な予算を計上している。
具体的には、福島県浜通り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ために57億円〔同
額〕を計上するほか、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関連プロジェクトの創出等を
支援するために11億円〔＋1億円〕を計上している。
また、被災地の産業復興・雇用創出に向けて、中小企
業組合等共同施設等災害復旧事業（いわゆるグループ
補助金）に64億円〔▲76億円〕を計上している。

○　環境省予算
１　概観
環境省の令和3年度一般会計予算では3,233億円を

計上しており、うち1,290億円がエネルギー対策費、
453億円が公共事業関係費、1,021億円が科学技術振
興費・その他経費、469億円が原子力規制委員会関係
となっている。また、東日本大震災復興特別会計にお
いて3,646億円を計上している。

２　エネルギー対策費
2050年までのカーボンニュートラルの実現に向け

て、地域の状況に応じた再エネ等の自立・分散型エネ
ルギーの導入とともに、脱炭素イノベーション、脱炭
素型のプラスチック資源循環高度化等を重点的に推進
することとしている。エネルギー対策特別会計におい
て、地域防災計画に災害時の避難施設等として位置付
けられた公共施設について、災害時にもエネルギー供
給等を可能とするため、再生可能エネルギー設備等の
導入支援に50億円〔新規〕を計上するほか、化石燃
料由来ではなく再エネ等の多様な地域資源由来の水素
について、生成・貯蔵・運搬・利活用まで含めたサプ
ライチェーン構築のための実証事業及び水素活用によ
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る運輸部門等の脱炭素化支援に66億円〔＋30億円〕
を計上している。また、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支援に43億円〔新規〕を計上し
ている。

３　公共事業関係費
一般廃棄物処理施設について広域化・集約化を図り

つつ、エネ特等も活用し、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
要に対応する観点から、一般会計の公共事業関係費で
271億円〔▲2億円〕（※）を計上している。また、単
独処理浄化槽から災害に強く早期に復旧できる合併処
理浄化槽への転換を含めた浄化槽の整備に86億円
〔＋0億円〕、老朽化した自然公園等施設の整備に72
億円〔▲0億円〕を計上し、これらを着実に進めるこ
ととしている。
※廃棄物処理施設等の整備については、一般会計の公共事業関係費
において、環境省予算のほか、国土交通省予算（北海道・離島）で
29億円、内閣府予算（沖縄）で13億円を計上している。

４　科学技術振興費・その他経費
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、GOSAT3号機に係
るシステム開発等を実施するために15億円〔＋1億
円〕、胎児期から小児期にかけての化学物質のばく露
が子どもの健康に与える影響を解明するための追跡調
査及び生体試料分析を実施するとともに、調査によっ

て得られたデータの有効活用を推進するための事業
（いわゆるエコチル調査）に56億円〔＋0億円〕を計
上している。
また、令和元年6月のG20大阪サミットで合意さ

れた、海洋プラスチックごみによる新たな汚染を
2050年度までにゼロにすることを目指す「大阪ブ
ルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向け、国際枠
組に基づく取組みを推進するとともに、海洋プラス
チックごみの排出実態等に関する科学的知見を強化す
るために2億円〔＋0億円〕を計上しているほか、大
気汚染防止法が令和2年5月に改正され、全ての石綿
含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調
査結果報告の義務付け等がなされることを踏まえ、石
綿含有建材（いわゆるレベル3建材）を除去する際の
石綿の飛散防止、電子報告システムの構築等の更なる
石綿飛散防止対策を実施するために2億円〔＋0億円〕
を計上している。

５　原子力規制委員会
令和3年度より、原子力規制委員会が平常時から緊
急時まで一体的な放射線モニタリングを行う観点か
ら、内閣府が実施していた緊急時モニタリングに係る
業務を原子力規制委員会に移管したうえで、原子力発
電施設等周辺における放射線モニタリングの資機材の
更新・強化に67億円〔＋19億円〕、原子力災害時の
被ばく医療体制を強化するため、基幹高度被ばく医療
支援センターを中心に原子力災害医療に係る専門人材
の育成体制を強化するとともに、内部被ばく患者の治
療に必要な資機材等の整備に6億円〔＋1億円〕、原
子力規制庁の職員を外部の研究機関や大学等に派遣し
て共同研究を行うことによる原子力の安全研究体制の

【環境】計数表
（単位：億円）

項 目 2年度当初
（1）

3年度予算
（3）うち通常分

（2）
うち臨時・
特別の措置

対2年度当初 
（3）－（1） うち通常分 

（3）－（2）
一般会計（環境省計上） 3,537 3,240 297 3,233 ▲304 ▲8.6% ▲7 ▲0.2%

エネルギー対策費（エネ特・エネ需繰入） 1,447 1,302 144 1,290 ▲157 ▲10.8% ▲12 ▲1.0%
公共事業関係費 518 454 63 453 ▲65 ▲12.5% ▲2 ▲0.4%
科学技術振興費・その他経費 1,126 1,040 86 1,021 ▲105 ▲9.4% ▲19 ▲1.8%
原子力規制委員会 447 444 3 469 23 5.0% 26 5.8%

うちエネ特繰入（エネ特・電促繰入） 339 336 3 353 13 4.0% 17 4.9%

復興特会（環境省関連） 6,813 3,646 ▲3,167 ▲46.5%
※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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充実・強化に9億円〔＋0億円〕計上している。

６　東日本大震災復興特別会計
令和3年度までに福島県内の仮置場の除去土壌等

（帰還困難区域を除く）をおおむね搬入完了すること
を目指すとの、復興基本方針に掲げられたスケジュー
ルを踏まえ、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の実施に1,872億円〔▲2,152
億円〕を計上するほか、放射性物質汚染廃棄物の仮設
焼却施設における処理や管理型処分場を活用した埋立
処分等の実施に768億円〔▲291億円〕を計上する
など、福島の復興を着実に支援することとしている。
※上記環境省予算のほか、内閣府予算（原子力防災担当）において、
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
服等の資機材の整備（緊急時モニタリングに係る業務は令和3年度
より原子力規制委員会に移管）や、緊急時避難円滑化事業等による
避難の円滑化など、原発等周辺地域における原子力防災体制の充
実・強化に121億円（エネルギー対策特別会計）を計上している。

○　司法・警察予算
１　裁判所
裁判所の令和3年度一般会計予算については、3,254

億円〔＋11億円〕を計上している。
このうち人件費は、2,733億円〔＋9億円〕であり、

この増加は定年退職者の増による退職手当の増などを
反映したものである。
また、民事裁判手続のIT化のための経費として2

億円〔▲1億円〕、裁判所施設の長寿命化等の取組を
計画的かつ着実に進めていく観点から、施設整備を実
施するための経費として146億円〔同額〕を計上して
いる。

２　警察庁
警察庁の令和3年度一般会計予算については、3,235

億円〔▲137億円〕（なお、内閣官房・デジタル庁に
システム関係予算89億円を計上所管替え。）を計上し
ている。このうち、交通反則金収入を原資とする交付
税及び譲与税配付金特別会計への繰入金が530億円で
ある。
警察庁予算（交付税特会繰入れを除き2,705億円）

は、大別して次の3つの要素から構成される。

（１）�人件費955億円（都道府県警察の職員のうち警
視正以上の階級にある警察官及び警察庁職員）、

（２）�国費物件費1,081億円（警察教養・警察通
信・犯罪鑑識・警察用車両及び航空機並びに
警備装備品に要する経費）、

（３）�都道府県警察に要する経費に対する補助金
669億円

分野別では、新型コロナウイルス感染症への的確な
対応のため、留置管理業務における感染対策を強化す
るほか、警察業務のデジタル化・リモート化によって
感染リスクを低減するための環境等を整備するなど、
新型コロナウイルス感染症対策の強化のため、10億
円〔新規〕を計上している。また、運転免許証とマイ
ナンバーカードの一体化に向けて、共通基盤システム
における運転者管理システムの開発を行うなど、警察
情報通信基盤の整備充実とともに、警察基盤の充実強
化（警察車両、警察施設整備等）のため、382億円
〔＋133億円〕を計上している。
その他、東京オリンピック・パラリンピック競技大

会開催時における警備体制の充実・強化のため224億
円〔▲25億円〕、サイバー犯罪・サイバー攻撃などサ
イバー空間の脅威に対処するための経費として22億
円〔▲24億円〕、ストーカー・DV、児童虐待及び特
殊詐欺対策等、生活の安全を脅かす犯罪対策の推進と
して33億円〔▲2億円〕、客観証拠重視の捜査のため
に必要な基盤整備（DNA型鑑定、司法解剖等に係る
経費）として91億円〔▲40億円〕、安全かつ快適な
交通の確保（交通安全施設整備に係る補助金等）とし
て204億円〔▲31億円〕、暴力団等の資金獲得活動が
多様化していること等を踏まえた組織犯罪対策の推進
として41億円〔▲2億円〕等を計上している。

３　法務省
法務省の令和3年度一般会計予算については、7,431

億円〔▲456億円〕（なお、内閣官房・デジタル庁に
システム関係予算421億円を計上所管替え。）を計上
している。このうち人件費は5,240億円〔▲19億円〕
である。
分野別では、新型コロナウイルス感染症拡大に対応

するため、矯正施設等での感染症対策や医療体制の強
化、総合法律支援の充実、法務行政手続のオンライン
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化やテレワーク等を推進するための経費として、633
億円〔＋18億円〕を計上している。
また、コロナ禍で活発化する懸念国等に対して、経

済安全保障関連情報の収集・分析体制の強化を図ると
ともに、東京オリンピック・パラリンピック競技大会
の開催に向け、テロ発生の未然防止体制を強化するた
めの経費として32億円〔＋3億円〕を計上している。
その他、戦略的司法外交及び国際協力の推進に係る

経費として219億円〔＋1億円〕、再犯防止施策の充
実強化に係る経費として128億円〔＋2億円〕、所有
者不明土地問題への対応及び地図整備事業の推進に係
る経費として74億円〔＋14億円〕、検察活動の充実
強化に係る経費として12億円〔＋1億円〕、包括的な
社会の実現に向けた人権擁護活動に係る経費として
36億円〔＋0億円〕等の予算を計上している。

【司警】計数表
（単位：億円）

項 目 2年度当初 
（1）

3年度予算 
（3）うち通常分

（2）
うち臨時・ 
特別の措置

対2年度当初 
（3）－（1） うち通常分 

（3）－（2）
裁判所　一般会計 3,266 3,242 24 3,254 ▲13 ▲0.4% 11 0.4%
警察庁　一般会計 3,603 3,372 231 3,235 ▲368 ▲10.2% ▲137 ▲4.1%

交付税特会繰入以外 3,059 2,828 231 2,705 ▲355 ▲11.6% ▲123 ▲4.4%
交付税特会繰入 544 544 - 530 ▲14 ▲2.5% ▲14 ▲2.5%

法務省　一般会計 8,206 7,887 319 7,431 ▲774 ▲9.4% ▲456 ▲5.8%

復興特会（警察庁関連） 12 3 ▲9 ▲72.1%
復興特会（法務省関連） 51 3 ▲49 ▲95.1%
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