平成２７年度 経済産業省関係 概算要求

「日本再興戦略」の迅速かつ確実な実行
※（ ）は26年度予算額

26年度
当初予算

27年度
概算要求

①地域経済の活性化、中小企業・小規模事業者の支援

対前年
増減率

-

一般会計（エネ特繰入除く）

3,370

億

3,873

億

14.9%

うち、中小企業対策費

1,111

億

1,295

億

16.5%

うち、科学技術振興費（※１）

1,004

億

1,208

億

20.4%

うち、その他

1,254

億

1,370

億

9.2%

エネルギー対策特別会計（※２）

8,727

億

9,748

億

11.7%

うち、エネルギー需給勘定

6,562

億

7,661

億

16.7%

うち、電源開発促進勘定

1,869

億

1,884

億

0.8%

295

億

203

億

-31.3%

小計（一般会計＋エネルギー特別会計）

12,097

億

13,621

億

12.6%

特許特別会計

1,261

億

1,461

億

15.9%

-

貿易再保険特別会計

2,041

億

2,196

億

7.6%

-

15,399

億

17,278

億

12.2%

うち、原子力損害賠償支援勘定

合計

※１ 科学技術振興費には、福島第一原発の廃炉・汚染水対策研究開発110億円を計上。
※２ エネルギー対策特別会計は、一般会計からの繰入に加え、石油石炭税及び電源開発促進税の税収見込
額と平成26年度当初予算におけるエネルギー対策特別会計への繰入額相当額との差額等について加算。
※ 四捨五入の結果、合計が一致しない場合がある。

その他、東日本大震災復興特別会計（復興庁計上） ： 397億円（236億円※）
※下記の事項要求２事業分を除く。

別途、予算編成過程で検討する２事業（事項要求）
・津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
・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）

福島・被災地の復興加速
①帰還・復興支援 （復興庁計上）
-

避難指示が解除された地域の商業機能回復、風評被害対策などの
生活再建支援
再生可能エネルギー、医療機器、ＩＴセキュリティ等産業集積の推進

②「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」の着実な
実施（経済産業省計上）
-

廃炉・汚染水対策研究開発
原子力損害賠償・廃炉等支援機構交付金（中間貯蔵施設関連）

③福島イノベーション・コースト構想の推進
-

被災地における新技術、新産業の創出に向けたFS調査の実施

-

【中小企業対策費、1,295億円（1,111億円）】
地域の中核企業による企業連携や技術革新を進めることで、産業集積を生
み出す。
将来の中核企業となり得るベンチャー企業を創出するため、起業家候補へ
の経営指導や、大企業との連携などを促進する。
地域経済の7割を占めるサービス業の、新事業開拓・IT投資を支援する。
各地の特産品や観光スポットなどの地域資源を、地域全体のブランド化とす
るための、試作開発や販路開拓を支援する。

② イノベーションによる「稼ぐ力」の強化
-

【科学技術振興費、1,208億円（1,004億円）】
産総研において大学等との連携による将来の産業ニーズを踏まえた技術開
発やマーケティング機能等「橋渡し」機能を強化する。また、中堅・中小企業
による共同研究（オープンイノベーション）の取組を支援する。
日本医療研究開発機構における基礎から実用化まで一貫した医療研究開
発を推進する。
現場で求められる機能に絞った、導入しやすいロボットの技術開発・普及等
に取り組む。

③新興国戦略による新市場の開拓
-

【495億円（434億円）】
JETROの機能を強化し、中小企業等の海外展開や、対内直接投資に関す
る専門家を充実させる。
インフラシステム輸出や国際標準獲得の実現に向けたFS調査等に取り組む。

④「第4次エネルギー基本計画」の実現
生産段階：多様な供給体制の構築
【3, 395億円（2,890億円）】
- 再生可能エネルギーの最大導入（高コスト/出力不安定/立地制約の克服）、
石炭火力発電の高効率化等を通じたエネルギー源の多様化の推進。
- 資源権益の確保、メタンハイドレート等の国内資源開発の推進。
流通段階：強靱なｴﾈﾙｷﾞｰｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの構築
【1,939億円（1,823億円）】
- 製油所の供給構造の改革に向けた取組への支援や、災害・有事に対する
危機対応力の強化を通じてエネルギーサプライチェーンの強靱化を図る。
消費段階：省エネの徹底推進と水素社会の実現
【2,565億円（1,874億円）】
- エネルギーコストの低減に向けて、先端的な省エネ設備の導入や生産ライ
ンの集約化による省エネ対策を徹底推進する。
- 燃料電池自動車の導入、水素ステーションの整備やコスト低減のための研
究開発の推進など水素社会の実現に向けた取組を強化する。
その他 原子力の安全性向上、廃炉・汚染水対策等に確実に取り組む。また、エ
ネルギー関連の研究開発を推進。

平成２７年度 経済産業省関係 概算要求における主要事業
注 ： （ ） 内は26年度予算額

福島・被災地の復興加速

○「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」の着実な実施（経済産業省計上）

○帰還・復興支援（復興庁計上）
・生活再建支援、産業集積の推進
・津波・原子力災害被災地地域雇用創出企業立地補助金
・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）

【397億円（226億円】
【事項要求】
【事項要求】

・廃炉・汚染水対策研究開発
【110億円（ 新規）】
・原子力損害賠償・廃炉等支援機構交付金（中間貯蔵施設関連） 【350億円（350億円）】
○福島イノベーション・コースト構想の推進
【2億円の内数（新規）】

人口減少下での地域経済再生（ローカル・アベノミクス）：557億円（153億円）
○地域の中核企業による産業集積の構築

【225億円（39億円）】

・地域の中核企業候補に対して、専門家（プロジェクトマネージャー）が、マーケットを意識しつつ
企業連携や技術シーズマッチング等を行い、産業集積を構築。 【18億円（新規）】
・中核企業候補による共同研究（オープンイノベーション）の取組や、中小企業の公設試験研究
機関・大学等との共同研究に対する補助など。
【146億円（新規）】
・JETROや中小機構による、グローバルな販路開拓・対内直投支援 【59億円（39億円）】
等

○ベンチャーの創出、創業・第二創業の促進

【77億円（8億円）】

・中核企業となり得るベンチャーを創出するため、起業家や起業家候補に対する事業化や技術
開発支援。 「ベンチャー創造協議会」を創設し大企業とも連携。 【47億円（新規）】
・女性やNPOも対象とした、創業・第二創業補助の拡充。
【30億円（8億円）】
※その他、政府・自治体調達の改革や、起業家教育なども、あわせて実施。

○地域サービス・生活サービスの生産性向上など

【159億円（88億円）】

・商業･サービス業での革新的サービス開発促進や、経営人材の育成。 【13億円（新規）】
・サービス分野にも導入しやすいロボットの技術開発､普及など。(後掲) 【77億円（26億円）】
・中心市街地（コンパクトシティ）や商店街振興への補助など。
【69億円（63億円）】
※その他、地域分散型再生可能エネルギーの推進も、あわせて実施。

○地域資源を活用した地域全体のブランド化

【95億円（19億円）】

・地域全体のブランド化に向けた試作開発や販路開拓の補助
・地域資源の担い手である小規模事業者に対する販路開拓の支援（市町村や、商工会・商工会
議所などが連携）
※中小企業地域資源活用促進法の改正も実施。

持続的な「経済の好循環」の実現
中小・小規模事業者の活性化

日本の稼ぐ力の強化
国内における環境整備
○革新的な技術シーズと事業化の「橋渡し」機能強化 【100億円（2億円）】
・産総研において大学等との連携による将来の産業ニーズを踏まえた技術開発やマーケ
ティング機能等「橋渡し」機能の強化。
【19億円（新規）】
・NEDOによる研究開発型ベンチャーへの技術開発支援。中堅・中小企業の共同研究（オー
プンイノベーション）の取組に対する補助など。（再掲）
【81億円（2億円）】

○日本医療研究開発機構（A-MED）による研究開発

【197億円（169億円）】

・中小企業の医工連携、再生医療研究、ロボット介護機器などの研究開発。

○ロボット開発・普及促進

【77億円（26億円）】

・現場で求められる機能のみに絞りこんだ、導入しやすいロボットの技術開発、普及等。

その他、産総研運営費 612億円など

海外市場の獲得と投資の呼び込み
○新興国戦略の深化、対内直接投資の促進

【186億円（129億円）】

・ JETROの機能強化による、新興国市場開拓、対内直接投資、中堅・中小企業海外展開な
どの一体的な推進。特に、対内直接投資を呼び込むための、海外・国内の産業スペシャリ
ストの体制強化。
【101億円（48億円）】
・ターゲットを絞り込み、インフラシステム輸出のFS調査や人材育成の実施。
【62億円（65億円）】 等

○国際標準の獲得

【22億円（19億円）】

・中堅・中小企業をはじめとした我が国企業の技術や製品の国際標準化の支援（試験デー
タ取得や原案作成等）。

その他、JETRO運営費 230億円、省エネ・新エネ海外展開247億円など

○小規模事業者支援策の強化
○中小企業・小規模事業者のイノベーション推進
○起業・創業の推進、事業承継・事業引継・廃業円滑化
○消費税転嫁対策の推進

【175億円（76億円）】
【124億円（新規）】
【89億円（61億円）】
【73億円（59億円）】

その他、資金繰り・事業再生 298億円など

環境・エネルギー制約の克服とクリーンで経済的なエネルギー構造の実現
○ 生産段階 ： 多様な供給体制の構築

【3,395 億円（2,890億円）】

・再生可能エネルギーの最大導入（高コスト/出力不安定/立地制約の克服） 【1,586億円（1,364億円）】
・原子力発電の安全基盤の構築と廃炉・汚染水対策の着実な実施
【293億円（180億円）】
・高効率石炭火力の開発・活用加速化（ウクライナでの実証支援含む）
【286億円（253億円）】
・資源権益確保の推進とメタンハイドレート等の国内資源開発の促進
【1,039億円（916億円）】 等

○ 流通段階 ： 強靱なｴﾈﾙｷﾞｰｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの構築

【1,939億円（1,823億円）】

・製油所の供給構造改善、製油所・SS等の災害対応能力の強化を支援

【341億円（239億円）】

等

○ 消費段階 ： 省エネの徹底推進と水素社会の実現 【2,565億円（1,874億円）】
・産業部門での先端的な省エネ設備の導入や生産ラインの集約化による省エネ強化【854億円（501億円）】
・家庭・オフィス・運輸部門での省エネルギー対策の強化（ゼロ・エネルギーハウス等の導入加速化）
【626億円（467億円）】
・燃料電池自動車の導入、水素ｽﾃｰｼｮﾝの整備やコスト低減のための研究開発の推進など水素
社会の実現に向けた取組強化
【401億円（165億円）】
等

○エネルギー関連研究開発の推進

【1,199億円（1,176億円）】

・省エネ・再エネ・CO2削減の３分野に資する革新的技術シーズの発掘強化【138億円（113億円）】

等

