
　別紙10-3

【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 1
（千円）

310,943 286,131 △ 24,812 △ 24,812合計

185,000 △ 22,776 △ 22,776

【目標】平成32年までに民間企業の雇用者の各役職段階に占める係長相当職の女性の割合を
25％まで引き上げることを目指す。
【実績】平成29年度の割合は18.4%であった。
【目標】平成32年までに民間企業の雇用者の各役職段階に占める課長相当職の女性の割合を
15％まで引き上げることを目指す。
【実績】平成29年度の割合は10.9%であった。
【目標】平成32年までに民間企業の雇用者の各役職段階に占める部長相当職の女性の割合を
10％程度まで引き上げるを目指す。
【実績】平成29年度の割合は6.3%であった。

予算事業を検討するあたり、関連施策の全体のストーリーを明確にするとともに、当該事業
の位置づけについて示し、また、現場の状況や意見を踏まえ、事業を改善できているのか、
改善した場合は具体的内容を示すこと。

女性活躍に関する2020年政府目標の達成に向けて、経済産業省においては、関係省庁等によ
る関連するルール等の策定を踏まえ、女性を含む多様な人材の活躍を推進すべく、表彰制度
等による資本市場に対する働きかけや女性の起業推進のための事業を実施。具体的には、今
年6月のコーポレート・ガバナンスコードの改訂と併せ、ダイバーシティ経営１００選やなで
しこ銘柄の選定といった表彰事業等を実施。新たに「100選プライム」を設け、さらなる普及
啓発を進めていく。また、女性起業家支援事業では、女性起業を支援する事業者等のネット
ワークの自立化に向け、来年度より委託から補助に移行するなどの事業改善を行う。

△ 2,036 △ 2,036

【目標】株式会社日本政策金融公庫補助金の融資額 140,000百万円を目指す（平成31年度目
標）。
【実績】平成29年度の融資額実績は532百万円であった。

毎年度、同程度の不用が出ているため、ニーズ・案件の把握・精査を行い、引き続き適切な
予算執行に努めること。

本事業は、低炭素投資促進法及び産業競争力強化法に基づき公庫が行う特定事業等促進円滑
化業務に係る、公庫の経費を補助するもの。経費の見込みについては、毎年、実績をベース
に精査しており、前年実績からの増額分は、ツーステップ・ローン業務システム等のシステ
ム関連経費や担当者の昇級に伴う人件費の増加分を勘案したもの。引き続き、適切な執行に
つとめることとする。

女性活躍推進の
ための基盤整備

事業

　本事業では、女性活躍の推進を図る
ため、以下の事業を実施する。
・ダイバーシティ普及アンバサダー事
業
多様な人材の能力を活かし、イノベー
ションの創出、生産性向上等の成果を
上げている企業を「新・ダイバーシ
ティ経営企業100選」として、女性活躍
推進に優れた上場企業を「なでしこ銘
柄」として選定する。また、ダイバー
シティ経営企業100選やなでしこ銘柄に
選定された企業等を「ダイバーシティ
普及アンバサダー」としてセミナー講
師等に迎え、主に中堅・中小企業に対
してダイバーシティ経営への理解を深
めるための普及啓発等を実施する。

・女性起業家等支援ネットワーク構築
事業
平成28年度から全国10箇所に形成して
いる地域の金融機関や産業・創業支援
機関、女性に対するキャリア相談を行
う民間事業者・NPO等を中心とした「女
性起業家等支援ネットワーク」を通

● 2 207,776

31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

特定事業等促進
円滑化業務事業

費

　本事業では、低炭素投資促進法及び
産業競争力強化法に基づき公庫が行う
特定事業等促進円滑化業務は、事業者
へ融資を行う指定金融機関に対して公
庫が財政投融資資金を原資とする資金
の貸付け（ツーステップローン）を行
うことで、当該事業者への低利・長期
の資金供給を可能とするものであり、
当該業務の実施に必要となる公庫への
経費補助を実施する。

● 1 103,167 101,131

政策評価調書（個別票３）

政策名 Ⅰ．経済成長　2．新陳代謝

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 2
（千円）

政策評価調書（個別票３）

政策名 Ⅰ．経済成長　３．技術革新

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

航空機用先進シ
ステム基盤技術

開発事業

　本事業では、世界的に航空需要が拡
大を続ける中で要請の高まっている航
空機及び搭載機器の安全性向上、運航
経済性向上、次世代航空機・管制シス
テムへの対応等に応えるために必須と
なる技術開発を行う。具体的には、信
頼性の高い飛行制御システムの技術開
発、運航経済性を向上させる降着シス
テムの技術開発、次世代管制に対応す
るコックピットディスプレイの技術開
発等を実施する。

◆ 2 339,981 320,000 △ 19,981 △ 19,981

【目標】平成42年度において次世代航空機における各研究開発項目の市場シェア30％の獲得
を目指す。
【実績】29年度実績については、記載不可

関連する政策、計画、事業等を踏まえ、なぜ政策目的を実現できていないかを分析し、国の
役割や予算という手段を用いる理由を示し、予算以外の施策も含めてどのように出口戦略を
描き、政策目的を実現するのかを検討すること。また、政策目的を実現するための効率的・
効果的なスキームになっているかの見直しも行い、本事業の成果が、どのように社会へ波及
し、活用されるのか、その展望を示すこと。

2016年の「航空機産業戦略研究会」で取りまとめた装備品分野の戦略を踏まえ、大きな参入
障壁となっている認証取得（マニュアル等の整備、訓練施設の創設、試験研究インフラ設備
の導入）や機体OEM・日本の強みを生かせる他産業（自動車、電機、情報通信）との連携の支
援を不断に進めてきたところ。予算は、日仏・日英・日加等の国家間で各国企業による共同
研究開発案件を支援する枠組みを中心に、補完的な政策ツールとして活用している。なお、
欧米企業が優位性を有する装備品分野において当該事業を活用した参入事例が生まれること
は、その人材や知見を訓練施設やガイドブック等を通じて後発の参入企業に横展開すること
で波及効果を生じさせる予定となっている。



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

課題解決型福祉
用具実用化開発

支援事業

　本事業では、「福祉用具の研究開発
及び普及の促進に関する法律」に基づ
き、（研）新エネルギー・産業技術総
合研究開発機構において、福祉用具の
製品開発を担う企業とユーザー評価を
担う機関・個人（福祉施設・介護施
設）とが連携し、アクセシビリティ
（利用しやすさ）に配慮した製品等の
開発・実用化を支援する。また、実用
化開発の課題選定等に用いるため、
ユーザーニーズを踏まえた情報収集を
行うとともに、福祉用具によって、解
決されることやその役割・魅力につい
ての普及活動を行う。

◆ 2 100,000

12,116,834

90,000 △ 10,000 △ 10,000

【目標】助成事業の支援終了後、3年経過時点で50%以上が市場製品化させることを目指す
（平成32年度目標）。
【実績】平成28年度12月時点での実績は、全214製品のうち107製品が上市されている。

関連する政策、計画、事業等を踏まえ、なぜ政策目的を実現できていないかを分析し、国の
役割や予算という手段を用いる理由を示し、
予算以外の施策も含めてどのように出口戦略を描き、政策目的を実現するのかを検討するこ
と。また、政策目的を実現するための効率的・効果的なスキームになっているかの見直しも
行い、本事業の成果が、どのように社会へ波及し、活用されるのか、その展望を示すこと。
さらに、本事業は長期にわたる事業であることを踏まえ、これまでの成果を総括し、社会の
変化に即した事業内容やアウトカム目標となっているかを検証すること。
本事業については、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」（以下、「福祉用
具法」という。）に基づき、（研）新エネルギー・産業技術総合研究開発機構（以下、
「NEDO」という。）において、福祉用具の製品開発を担う企業とユーザー評価を担う機関・
個人（福祉施設・介護施設）とが連携し、アクセシビリティ（利用しやすさ）に配慮した製
品等の開発・実用化を支援している。超高齢化社会が進んでいく中で、福祉用具のニーズが
高まっている一方で開発を行う企業は中小・ベンチャー企業が多く、アイディアがあっても
資金不足のために製品化できない場合もあるため、国が研究開発を補助することで、社会の
ニーズにあった製品の開発を支援する。本事業における介護福祉現場のニーズを踏まえた実
用化を促進するために、今年度から福祉施設等ユーザー評価を担う機関の参画を必須とした
こと、また、技術委員会を設置して事業者が専門家から技術的なアドバイスを受ける機会を
新設し、さらに当該専門家のアドバイスについてはNEDO職員が進捗状況をフォローするス
キームを構築。今後も引き続き、政策目的を実現するための効率的・効果的なスキームにな
るよう見直しを行ってまいりたい。
さらに、本事業については「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた科学技
術・イノベーションの取り組みに関するタスクフォース」における「社会参加アシストシス
テム」のうちのプロジェクトの一つとして掲げられているが、本事業で開発された「電動車
椅子」や「視覚障害者向け自立歩行補助システム」等移動支援に関連する福祉機器の技術開
発により、高齢者や障害者も含む多様な人が参加する活気あふれる社会の姿を２０２０年大
会を通じて発信し、社会へ波及、活用されることを目指している。
アウトカム目標としては「本事業による助成終了後、3年経過した時点で、５０％以上の製品
について市場化されていること」を目指しているが、平成5年事業開始から平成28年12月時点

独立行政法人工
業所有権情報・
研修館運営費交

付金

独立行政法人工業所有権情報・研修館
(INPIT)において、運営の自主性・柔軟
性を最大限に活用できる独立行政法人
制度の特長を活かし、パリ条約上設置
が義務づけられている「中央資料館」
としての公報閲覧業務を中心に、それ
に関連する業務として、特許公報等の
産業財産権情報の提供、審査・審判に
不可欠な資料の整備、特許庁への手続
者に対する相談窓口業務等の業務を実
施。さらに、政府の知的財産政策の方
向性を踏まえ、知的財産関連人材の育
成や特許活用の促進等の業務を実施す
る。

◆ 4 12,140,221 △ 23,387 △ 23,387

「主務大臣による総合評価（5段階評価）において、平均である3段階以上の評価をとる」こ
とを目標とし、過去３年間達成している。

運営費交付金について、平成31年度までに一般管理費と業務経費の合計を中期目標期間の初
年度比４％以上の効率化を図ることに取り組んでおり、調達コストの削減など業務の効率化
に向けた取組は着実に行われている。

INPITの第四期中期目標に従い、一般管理経費及び事業費の削減効率化を図りつつ、政府方針
等を踏まえ必要な金額を計上した。



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

12,835,160 12,778,306 △ 56,854 △ 56,854

工業所有権制度
問題研究費（事

務費）

国際的な環境変化やユーザーニーズ等
を踏まえ、特許庁が選定した調査研究
テーマ毎に、①当該テーマに関して深
い知見を有する学識経験者等の専門家
を交えた研究委員会における調査研究
論点等の検討、②国内外公開情報調査
における関係論文・判例等の調査、③
当該テーマについて高い関心・意識を
有する国内企業・有識者等へのヒアリ
ング・アンケート調査等、調査研究
テーマに応じて最も適切な調査手法を
採用して調査を行った上で、産業財産
権制度の法制面・運用面における課題
について分析を行い、その結果を報告
書に取りまとめる。

● 2 254,958

「産業財産権制度の改正又は適切な運用のための基礎資料として活用されたテーマ数」を目
標とし、過去３年間の平均達成率は９０％を超えている。

調査研究テーマの点検を行い、複数の調査研究テーマが類似している場合、1つの調査研究に
まとめる等の工夫を行うことにより、重複テーマの排除を行うとともに、より少ない予算で
同等以上の成果を引き出せるようにしている。

事業者の選定にあたり、複数者の参加を促し、コストの合理化を図っている。また、調査結
果を産業財産制度の改正又は適切な運用のための基礎資料として活用している。

251,472 △ 3,486 △ 3,486

合計



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 5
（千円）

260,000 100,000 △ 160,000 △ 160,000

政策評価調書（個別票３）

政策名 Ⅱ．産業育成　１．ものづくり

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

製造基盤技術実
態等調査

　本事業では、①「ものづくり基盤技
術振興基本法」第８条に基づく年次報
告書（ものづくり白書）の作成等に必
要な、国内外の製造業の足下の状況、
製造現場におけるデジタル技術の活用
状況や課題、先進事例等の調査、②ス
マートものづくり、自動走行、ロボッ
ト・ドローン等の先進分野における技
術や国際標準の動向等に関する調査、
③産業競争力上重要な民生技術に係る
産業基盤の維持強化のための調査、④
人とロボットが作業空間を共有するロ
ボットシステムの構築手法に関する調
査等、優先度や必要性の高いテーマを
選定し、今後の政策立案等に資する調
査等を実施する。

● 1 260,000 100,000 △ 160,000 △ 160,000

【目標】ものづくり白書のＨＰ閲覧数150,000件を目指す（平成32年度目標）。
【実績】平成29年度のＨＰ閲覧数の実績は、108,984件であった。

現場の状況や意見を踏まえ、事業を改善できているのか、改善した場合は具体的内容を示す
こと。また、事業の採択にあたっては、産業全体に裨益する内容で、国が主体となって実施
すべきもの（民間では取り切れないリスクがある等）に限定して実施すること。

本調査事業は、年々変化するものづくりの現場や状況を踏まえ、調査やヒアリングを行う際
の課題設定を適切なものにし、実際の調査等の事業を行っている。例えば、「ものづくり白
書」については、大規模な環境変化として、経営者が共通認識として持つべき危機感を設定
した上で、深刻化する人手不足、競争力の源泉の相対化などの課題設定を行っている。あわ
せて、事業の採択にあたっては、「ものづくり白書」のようにより広く国民や産業界に活用
されることを目的として、必要性や緊急性を勘案し、真に国の政策立案に資するものを精査
した上で実施することとしている。

合計



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 4
（千円）

139,995 100,000 △ 39,995 △ 39,995

政策評価調書（個別票３）

政策名 Ⅱ．産業育成　２．データ利活用

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

我が国における
データ駆動型社
会に係る基盤整

備

本事業では、個人情報の取り扱いに関
する必要な調査等を実施し、企業が安
心してデータを活用したビジネスを実
施できるように環境を整備するほか、
ブロックチェーン技術等の最新の技術
動向等に係る調査研究や、電子商取引
及び情報財取引についてのあるべき
ルールに関する調査研究等を実施す
る。また、上場企業の中から経営革
新、収益水準・生産性の向上をもたら
す積極的なIT利活用に取り組んでいる
企業を選定する「攻めのIT経営銘柄」
などのような表彰事業に加えて、成果
普及のためのセミナーやシンポジウム
の開催等を通じて、効果的な情報発信
を行う。さらに、革新的技術を活用し
新たなビジネスモデルを生み出すよう
な突出した人材の育成方法や、第四次
産業革命に対応するために必要となる
スキルの整理等についても調査研究を
行い、それを産学官一体となって推進
するべく必要な普及啓発事業を行う。

● 4 139,995 100,000 △ 39,995 △ 39,995

【目標】必要な調査内容及び手法を見極め、調査結果政策反映指数を100%にすることを目指
す（平成29年度）。
【実績】平成29年度の実績は、140％（目標20件、実績28件）であった。

事業の目的・期待する成果を整理し、必要であれば基盤的経費は別途用意すべき。また、表
彰の実施に関する業務については、民間等に委ねることを検討すること。

ご指摘の点も踏まえて事業ごとに必要性を精査し、実施について判断してゆく。また表彰の
実施に関する業務については事業ごとに民間に委ねることで検討を行う。年度内の整理を目
指すが継続課題として取り組む必要があると考える。成果指標の公開データセットに関する
部分については、各年度の増分とする。

合計



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 7
（千円）

516,886 330,000 △ 186,886 △ 186,886

政策評価調書（個別票３）

政策名 Ⅲ．産業セキュリティ　３．産業保安・危機管理

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

高圧ガス設備の
耐震補強支援事

業

　本事業では、最新の耐震基準の適用
を受けない既存の球形タンクや、保安
上重要度の高い設備について、最新の
耐震基準に適合させる耐震補強に係る
費用の一部を補助する。

● 1 516,886 330,000 △ 186,886 △ 186,886

【目標】高圧ガスに係る災害事故による人的被害を伴う事故の死傷者数（暦年ベース）を38
人以下とすることを目指す（平成31年度目標）。
【実績】平成29年度の実績は、38人であった。

不要額が出る理由を分析し、想定している補強工事が問題なく終了するか見通しを示し、事
業終了予定で終了できる事業者の早期取り組みを支援していくこと。

平成29年度の不用額が多かった理由は、事業者が耐震補強工事を実施する期間が補助事業期
間と合致しない等の理由により補助金申請を行わなかったものがあったためで耐震補強計画
が遅れているものではない。平成30年度は補助金の利用状況についても調査を行い、ほぼ予
定通りの申請額となっている。また、事業終了に向けた事業者の早期補強対策への支援措置
を検討する。

合計



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 12
（千円）

政策評価調書（個別票３）

政策名 Ⅳ．対外経済　２．海外市場開拓支援

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

技術協力活用
型・新興国市場

開拓事業

　本事業では、新興国における制度や
事業環境の整備、新興国経済の担い手
となる現地人材の育成等の以下の取組
を実施する。

（１）制度・事業環境整備事業
　日本企業が新興国等でビジネスを行
う場合に、相手国の規制のために参入
できなかったり、制度や基準が不明確
なために日本製品・サービスの優位性
が発揮できないことがあるため、日本
企業が事業を展開しやすくなるよう、
現地の政府・業界関係者を対象に日本
での研修等を通じて、相手国における
制度や事業環境の整備を図る。
（２）研修・専門家派遣事業
　新興国における日系企業の拠点を支
える中核人材を育成するため、日本で
の受入研修、現地への専門家派遣等の
取組を支援する。
（３）国際化促進インターンシップ事
業
　海外展開を目指す日本企業における
高度外国人材の活用を進めるため、海
外学生等のインターンシップ受入れ機
会の提供や海外でのジョブフェアを実
施。
（４）社会課題解決型国際共同開発事
業・親日人材コミュニティ事業
　新興国の社会課題を解決するため、
日本企業が現地の企業、大学等との共
同で取り組む製品・サービスの開発に
要する費用を支援する。
（５）看護師・介護福祉士候補者日本
語研修事業
　経済連携協定に基づく約束を着実に
履行するため、看護師・介護福祉士の
円滑な受入れに向けた日本語研修を実

● 1 4,557,012 4,499,764 △ 57,248 △ 57,248

【目標】新興国市場の制度・事業環境整備に取り組む案件のうち、制度や事業環境整備等を
達成した比率70%を目指す(平成32年度目標)。
【実績】平成29年度の実績は、92.6%であった。

事業の計画性を確認するとともに、実施すべき優先順位で事業を行っているか示すこと。ま
た、アウトカムに本事業がどの程度寄与しどのように目的を実現するのか示すこと。

本事業は、技術協力を通じ、日本企業の海外進出におけるビジネス上の課題である現地ビジ
ネスを担う外国人材の育成や途上国の事業環境整備等の解決を図ることで、日本企業の海外
市場開拓を後押しするものである。事業実施に際して、政策効果を高める観点から、イン
ターンシップ事業において、海外派遣型から外国人受入れ型への重点化を図る計画見直し
や、現地人材育成事業において、日本企業がこれから展開を進めるインド・アフリカ等の
国・地域や中堅・中小企業による海外展開の取組等を優先支援する措置の適用等の執行改善
を進める。



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

4,557,012 4,499,764 △ 57,248 △ 57,248合計



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 17
（千円）

1,387,527 1,200,000 △ 187,527 △ 187,527

政策評価調書（個別票３）

政策名 Ⅴ．中小企業・地域経済　３．経営安定・取引適正化

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

中小企業取引対
策事業

　本事業では、
①取引上の悩みについて無料で弁護士
が相談に応じる「下請かけこみ寺」の
運営、②親事業者の調達担当者に対し
て、下請代金法の遵守を求める講習会
の実施、③下請代金法に基づく書面調
査の実施とデータベースの運用、④
国、独法、地方公共団体等の入札情報
をワンストップで閲覧可能な「官公需
ポータルサイト」の運営、等を通じ
て、中小企業・小規模事業者の取引に
関する課題に対処する。＜中小企業取
引適正化対策事業＞
　また、以下の２つの補助事業を行
う。
⑤親事業者の生産拠点閉鎖の影響を受
ける中小企業者が行う新分野進出や、
下請事業者が連携して行う事業を補助
することにより、特定の親事業者への
依存からの脱却を支援する。＜下請中
小企業・小規模事業者自立化支援事業
＞※平成30年度廃止
⑥インターネット上の取引あっせんシ
ステム（ＢＭＳ：ビジネス・マッチン
グ・ステーション）の運用や地域の商
談会の運営を補助することにより、事
業者同士のマッチングを支援する。＜
下請事業者支援対策費補助事業＞※平
成30年度廃止

● 1 1,387,527 1,200,000 △ 187,527 △ 187,527

【目標】下請かけこみ寺事業について、満足度90%以上を成果目標とする.
【実績】平成29年度実績は、89％であった。
【目標】下請取引改善事業、下請取引状況調査事業について、毎年度下請代金法違反行為を
抑止するために、2割の親事業者に対し指導することを成果目標とする。
【実績】平成29年度実績は、17％であった。

予算事業を検討するあたり、現場からどのようにニーズや課題を汲み上げているのかを示
し、現場の状況や意見を踏まえ、事業を改善できているのか、改善した場合は具体的内容を
示すこと。また、事業の目的が近い事業については、統一的な成果指標（アウトカム）を設
定すること。加えて、効果検証をするために必要なデータを収集・共有するための体制を整
えること（行政手続きをデジタル化して、その際に情報を収集するなど）。

　本事業については、平成29年から発足した下請Ｇメンによる下請中小企業への訪問ヒアリ
ングや平成29年度に実施した6万社超の事業者を対象とした取引実態に関する大規模調査等
で、取引条件の改善状況や施策の浸透状況を把握した上で平成31年度予算概算要求への反映
を行っている。具体的には、働き方改革関連法施行に伴い、今後、大企業等による下請等中
小企業へのしわ寄せも懸念されること等、下請等中小企業の取引条件改善については国によ
るさらなる施策の実施が求められることから、これまでの執行状況も踏まえ、①下請中小企
業・小規模事業者自立化支援対策費補助金、②下請事業者支援対策費補助金の下請等中小企
業の自立化を目的とした二つの補助金を廃止し、下請かけこみ寺（窓口業務、ADR業務）事業
や新たに創設する下請等取引条件実態調査（仮称）などのより効果の見込める事業の執行を
強化する「選択と集中」を図った。
　また、業界団体自らサプライチェーン全体での「取引適正化」と「付加価値向上」に向け
て策定、公表している「自主行動計画」については、その取組状況等について業界団体自ら
フォローアップ調査を実施し、その結果を中小企業庁に報告することになっている。フォ
ローアップ調査（主に親事業者を対象）と下請Ｇメンによるヒアリング結果（下請等中小企
業者を対象）を突き合わせることで、予算事業等の効果検証を行うとともに、今後の事業課
題を把握する体制を整えていく。

合計



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 20
（千円）

8,600,000 7,500,000 △ 1,100,000 △ 1,100,000

政策評価調書（個別票３）

政策名 Ⅵー１．資源・燃料

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

石油・天然ガス
の権益確保に向
けた海外の地質
構造調査や情報

収集等事業

地質構造調査で得られた情報を我が国
企業に提供することによって、探鉱リ
スクを低減し、我が国企業による有望
な石油・天然ガスの権益獲得や資源開
発プロジェクトへの参画を促進する。
また、産油・産ガス国政府や国営石油
会社等と連携する機会が多い独立行政
法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）が、権益交渉に関する情報
の収集を行うとともに、市場動向、地
質情報、資源ポテンシャル、法制度、
税制度、技術動向などを調査・分析
し、我が国企業へ情報提供を行う。加
えて、企業買収等を支援するために、
外部の企業財務や法務等の専門家によ
る対象案件の調査・分析・評価等を行
う。

◇ 2 8,600,000 7,500,000 △ 1,100,000 △ 1,100,000

石油・天然ガスの安定的かつ安価な供給の確保のため、産油・産ガス国のフロンティア地域
における優先交渉権の獲得等を通じ、我が国企業による石油・天然ガス権益の獲得を支援す
ることで、石油・天然ガスの自主開発比率の向上を図る（2030年に40％以上に引き上げるこ
とを目指す。）。具体的には、JOGMEC第4期中期目標期間終了時までに優先交渉権等の獲得累
計14件以上を目指す。（なお、平成29年度の獲得累計は10件となっている。）

・海外地質構造調査事業の目的が将来的な我が国企業の権益獲得等にあることを踏まえ、対
象地域や事業内容等今後のあるべき海外地質構造調査について十分な検討を行い、重点化す
る必要がある。
・海外地質構造調査を通じて取得した技術資料等のデータベースの維持・管理に要するコス
トについては、JOGMEC内での内製化等の取組みにより一層の効率化を図る必要がある。

JOGMEC第４期中期目標においても、地質構造調査の実施に当たっては、我が国企業による権
益獲得等を通じた安定供給確保等の観点から真に必要な国・プロジェクトに対象を絞る方針
としており、引き続き効果的・効率的に実施していく。なお、平成31年度概算要求について
は、産油・産ガス国政府等からの情報収集を行い、資金の必要な額を精査した結果、減額し
た。

合計



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号
（千円）

政策評価調書（個別票３）

政策名 Ⅵー２．新エネルギー・省エネルギー

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

新エネルギー等
の導入促進のた
めの広報等事業

委託費

新エネルギー等設備導入に係る意義及
び促進策等の制度に関する情報を事業
者及び国民各層に提供するためのイベ
ントの実施やウェブサイトによるタイ
ムリーな情報発信などを実施する。ま
た、平成24年7月から実施された「再生
可能エネルギーの固定価格買取制度」
について、幅広く理解と協力を得て円
滑に実行していくために、事業者及び
国民各層に対して、制度周知のための
各種広報事業を実施する。さらに、地
方自治体と協力しつつ地域の再エネ推
進体制を構築し、再エネ発電事業者・
地元関係者への再エネ関連の情報提供
等を実施する。

● 1 927,000 900,000 △ 27,000 △ 27,000

本事業を通じて、新エネルギー等に関する情報共有を行うことにより、2030年度における、
電源構成に占める再生可能エネルギー導入比率22～24％を達成する。

再生可能エネルギーの更なる導入促進のため、2019年に固定価格での買取が終了する者へ太
陽光発電の自家消費等の方法に関する広報など、固定価格買取制度の広報に重点化し、費用
対効果の高い広報手段の検討を行うべき。

固定価格買取制度の広報に重点化することなど、広報を行う対象（ターゲット）を明確化
し、効果の高い媒体・手段等の選択など、事業内容の見直しによって効率化を行った結果、
減額とした。

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

省エネルギーとCO2削減効果の高いエネ
ファーム及び業務・産業用燃料電池の
普及を促進するため、設置者に対し導
入費用の一部を補助する。
エネファームについては、国が毎年度
設定する基準価格と目標価格との差額
の約1/3（事業年度の基準価格は上回る
ものの一定の価格低減を達成したもの
については約1/6）を目安に算出）を補
助する価格低減スキームを導入。

● 1 7,646,000 5,822,800 △ 1,823,200 △ 1,823,200

平成42年度における、エネルギー消費効率(対2012年度比)65％達成に向け、エネファームに
ついては平成42年(2030年)までに530万台の普及目標を目指す。エンドユーザーの負担額を、
・固体高分子形燃料電池(PEFC)については平成31年度までに80万円、
・固体酸化物形燃料電池(SOFC)については平成33年度に100万円
まで低減させることを目指す。
また、業務・産業用燃料電池については平成34年度までに1kWあたりのシステム価格を50万円
まで低減させることを目指す。

本事業の効果により、エネファーム等の定置用燃料電池の価格低減、普及が進んでおり、エ
ネルギー消費効率の向上への貢献が認められる。また、530万台の普及目標台数については、
平成29年度末時点の普及台数が23.5万台(単年度約4万台)となっていることから、定置用燃料
電池の自立的な普及に向けた取組を引き続き行っていくべき。

本事業によって、定置用燃料電池の価格低減は進んでおり、PEFC機については自立的な普及
が可能となる価格水準まで低減したため、30年度をもって定額補助を終了する。一方で、
SOFC機や既築・集合住宅向け、LPガス仕様・寒冷地仕様のエネファーム（PEFC機、SOFC機）
については、価格低減がまだ十分でなく、自立的な普及に向けて、更なる取組が必要とな
る。これまで導入のハードルが高かった地域・場所でも普及するように、補助対象の定置用
燃料電池の種類を増やす一方、補助率の見直し等を行うなど必要な額を精査した結果、減額
とした。



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

4,500,000

省エネルギー促
進に向けた広報

事業委託費

産業部門、業務部門、家庭部門、運輸
部門の各部門において省エネルギー取
組を促進するための情報を広告・イベ
ント・ＷＥＢページ・パンフレット等
により国民に発信する。具体的には、
省エネ性能ラベリングの提供、省エネ
性能の高い家電機器の情報提供、家庭
でできる具体的な省エネ方法とそのメ
リット及び工場やビルの省エネ事例の
発信等を行う。

● 2 340,000

地域の特性を活
かしたエネル

ギーの地産地消
促進事業費補助

金

分散型エネルギーシステムの普及を支
援するため、事業化に向けた計画策定
に対する支援及び、エネルギーシステ
ムの構築に関する支援を行う。また、
再生可能エネルギー熱利用設備の導入
支援を行う。地方公共団体と連携をす
る事業や指定・認定を受けた先導的な
熱利用設備を導入する場合は、補助率
をかさ上げして支援を実施する。

● 1 7,000,000

本事業を通じて、省エネルギーに関する情報発信を行うことにより、2030年度におけるエネ
ルギー消費効率65％(対2012年度比)を達成する。

本事業では、国民の省エネルギーに対する関心度の向上や事業者に対して省エネルギーに関
する情報を提供することなどを通じて各部門の自律的な省エネ取組を促すことを目的として
いる。本広報事業の直接的な省エネルギー効果を定量的に評価することは困難であるが、ア
ンケート調査の結果などを踏まえ、より費用対効果を高めるため事業内容の不断の見直しを
行うべき。

広報を行う対象（ターゲット）を明確化し、効果の高い媒体・手段等を検討し、ホームペー
ジを活用した広報に重点化する等、事業内容の見直すことによって効率化を行った結果、減
額した。

△ 2,500,000 △ 2,500,000

本事業を通じて、エネルギー消費効率の高いエネルギーシステムの構築が進むことで、日本
全体のエネルギー消費効率の改善に寄与し、2030年度における、最終エネルギー効率65％
（対2012年度比）を達成する。

熱利用設備の支援等、他省庁で実施している関連事業との役割分担は適切に行われている
か、必要に応じて見直しを行い効率的な実施に努めるべき。

平成31年度概算要求において、関係省庁の役割分担を見直すことによって、本事業のうち、
再生可能エネルギー熱利用設備の導入支援事業については、後年度負担分を除き、環境省に
事業を移管することになったため、減額した。

1 2,300,000 1,800,000

300,000 △ 40,000 △ 40,000

△ 500,000 △ 500,000

本事業を通じて、地域における経済的に自立したバイオマスエネルギー産業の創出に寄与す
ることで、再生可能エネルギー導入の促進、2030年度における、電源構成に占める再生可能
エネルギー導入比率22～24％を達成する。

バイオマスエネルギーが経済的に自立した利用モデルの確立は、再エネ導入促進、地域経済
活性化、地域の温暖化対策など様々な政策目的に寄与するため、他省庁との連携や移管、予
算措置以外での促進策など、実証事業の結果の進捗に応じて検討すべき。

バイオマスエネルギーが経済的に持続可能な事業のモデルを確立し、そのモデルの横展開を
図っていくため、関係省庁と連携を図りつつFITを含めたエネルギー政策を所管する経済産業
省が事業を実施していくことが適切と考えている。31年度については、30年度までに調査や
建設を進めてきた事業を継続するが、実証に係る工事の終了等を踏まえ必要な額を精査した
結果、減額した。

地域で自立した
バイオマスエネ
ルギーの活用モ
デルを確立する
ための実証事業

経済的に自立した地域資源を活用する
バイオマスエネルギーを活用したモデ
ル実証を実施する。具体的には、① 全
国でヒアリングを実施し、優良事例や
課題等を調査、② 調査をもとに「導入
要件・技術指針」のα版（仮説）を作
成、③ 事業者からの提案を公募し、事
業性調査（FS）を実施、④ ③のうち厳
格なステージゲート審査をクリアした
ものについて、モデル実証を実施、⑤
必要な要素技術の開発を実施、⑥ 実証
成果の中から、自立可能と判定された
ベストプラクティス集を策定、を実施
する。

◇



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

4,900,000 △ 500,000 △ 500,000

太陽光発電のコ
スト低減や信頼
性向上等に向け
た技術開発事業

本事業では、新市場創出、獲得につな
がる太陽光発電のコスト低減技術の開
発、太陽光発電の長期安定電源化に資
する信頼性向上・安全確保・維持管
理、低コストリサイクル技術の開発、
運輸部門等の新たなエネルギー需要部
門での太陽光発電高度利用技術の開発
等を行う。

◇ 1 5,400,000

本事業を通じて、太陽電池モジュールの変換効率やシステム効率の向上により発電コストが
低減され、太陽光発電の導入が促進されることで、2030年度における電源構成に占める再生
可能エネルギー導入比率22～24％を達成する。

本事業によって開発された太陽電池が、確実に実用化され、その後国際的にもコスト競争が
激しい市場の中でも普及が見込まれるような技術に重点化してすべき。

本事業による成果が実用化され、市場を獲得することができるか等の観点から、注力すべき
事業に重点化し、支出経費についても必要な額を精査した結果、減額した。

高温超電導の実
用化促進に資す
る技術開発事業

これまでの研究開発事業で得られた高
温超電導技術を活用し、早期の実用化
を実現するため、省エネルギー効果や
市場の規模・成長性が期待できる適用
先を厳選し、高温超電導技術による送
配電と高磁場マグネットシステムに係
る技術開発を実施する。具体的には、
送配電技術については、送配電システ
ムや鉄道き電線等への実用化のための
実証研究に取り組み、事業終了後3～5
年以内の実用化を目指す。
高磁場コイル技術開発については、高
磁場特性の向上及び低価格化に向けた
実用開発を行う。

◇ 1 1,400,000 176,660 △ 1,223,340 △ 1,223,340

高温超電導技術の適用により大きな市場創出が期待される送電や電機機器等の分野につい
て、技術開発と実証に戦略的に取り組み世界に先駆けて社会実装を実現させ、省エネ社会の
実現に貢献する。

政策目的を実現するために効率的・効果的な事業になっているか。必要に応じて事業計画の
見直しを行うべき。

本事業で開発された技術の実用化を達成するため、効率的・効果的な事業とするべく事業計
画を大きく見直すとともに、民間事業者については補助率を導入することにした結果、減額
した。

再生可能エネル
ギー事業の資金
環境を整備する
ための利子補給
金助成事業費補

助金

再生可能エネルギーについて、出力制
御の機会の公平性の観点から設けてい
る指定電気事業者制度の下では、出力
制御に対して上限が設けられないこと
から事業の実施リスクが高く、発電事
業者がプロジェクトファイナンスによ
り資金調達することができず自己資金
の増額が必要となる。本事業では、金
融機関から融資を受けられず自己資金
を投入する場合、自己資金相当分への
メザニンローンについて利子補給をす
ることで、事業者の負担を軽減する。

● 1 200,000 △ 200,000 △ 200,000

再生可能エネルギーの導入にあたって、金融機関から融資を受ける際の負担を軽減し、再生
可能エネルギーの導入を促進することで、長期エネルギー需給見通し小委員会報告書（平成
27年7月）にて掲げられている、再生可能エネルギーの約13,000万kW導入（平成42年度まで）
という目標達成に資する。

執行率が低く推移していることや、昨今の低金利の環境も踏まえ、事業実施の必要性を見直
すべき。

複数の系統連系希望者の希望等により工事費を共同負担して系統増強を行う「電源接続案件
募集プロセス」の終了後に、本事業の対象となりうる案件が発生することを見込んでいた
が、未だ対象案件を含む同プロセスが終了していないこと等により、ファイナンスの組成時
期・内容が見通せないことから、平成31年度の概算要求は行わないことした。



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

30,998,000 22,309,460 △ 8,688,540 △ 8,688,540合計

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

省エネルギー・再生可能エネルギーに
関する我が国の質の高いエネルギーイ
ンフラ技術の導入を海外に展開するた
め、相手国のインフラ計画の構想段階
から関与すべく①特定の開発地域全体
の基本計画など、個別のインフラ案件
の組成につながる特定開発地域のイン
フラ整備計画の策定等調査、②個別の
インフラ案件の事業実施可能性調査
(F/S)への支援を実施する。

● 2 1,435,000 960,000 △ 475,000 △ 475,000

△ 300,000 △ 300,000

2020年までに、実施した調査から累計で約850億円の受注や投資等につなげる。

成果実績の向上を目指し、海外動向の情報収集と分析体制の強化、調査段階に応じた事業内
容の最適化、民間負担の導入検討などに取り組むべき。

公開プロセスでの指摘も踏まえ、成果実績の向上を図るために、従来委託事業として実施し
ていた個別のインフラ案件の事業実施可能性調査について、1/2の補助率を導入するなどした
結果、減額した。

これまでにない高効率かつ高輝度（高出力・高ビーム品質）な次世代レーザーを技術とそれ
を用いた加工技術を一体で開発し、最終エネルギー消費量の削減を推進することで、燃料消
費・温室効果ガス排出の削減を図る。

効果的・効率的に事業を執行するために、国と民間の役割分担、事業の見直しや重点化等を
行うべき。

平成30年度における中間評価等の結果も踏まえ実施内容の絞り込みを実施し、課題の整理ま
たは重点化を図り、減額した。

高効率･高輝度な
次世代レーザー
技術の開発事業

ものづくりの現場において、様々な加
工条件に合わせて効率良くまた付加価
値の高い加工等を行うため、高効率・
高輝度な次世代レーザー技術を開発
し、消費エネルギーの削減を図る。具
体的には、（１）短波長領域の高輝
度・高効率レーザーシステム開発
（加工品質を追求するアプローチ）、
（２）キロジュール級の高輝度・高効
率レーザーシステム開発　（パワーを
追求するアプローチ）、（３）次世代
高輝度・高効率レーザー光源開発（従

◇ 1 2,550,000 2,250,000

先進的な火力発
電技術等の海外
展開推進事業

先進的な火力発電技術等の海外展開を
支援するため、相手国の政府関係者等
の招聘や我が国専門家の派遣等の技術
交流・人材育成を行い、我が国技術の
普及・促進を図る。
また、石炭を効率的に利用する技術に
ついて、海外との共同実証を支援する
ため、相手国の要請等に基づき相手国
で未だ実用化に至っていない高効率な
石炭火力の実証運転を共同で行うこと
等を通じて、相手国での普及促進を図
る。

◇ 1 1,800,000 700,000 △ 1,100,000 △ 1,100,000

地球規模での環境負荷低減への貢献を図るため、我が国の最新鋭ガスタービンやIGCC（石炭
ガス化複合発電）等の先進火力発電技術を海外に普及・展開させ、我が国のエネルギー安全
保障の強化を図る。

より効果的・効率的に事業を執行するために、過去の実施内容の成果を分析し、実施案件に
ついて不断に見直すべき。

これまで事業を実施した企業へのヒアリング等を通じ情報収集を行い、対象国の重点化、第
三国セミナーによる複数国への同時事業実施などの執行改善を行った。また、複数年度に亘
る蒸気タービン改修事業において、事業の進捗状況を踏まえ、減額した。



31年度
概算要求額

増△減額

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)

達成しようとする目標及び実績

30年度
当初予算額

【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号
（千円）

10,447,060 8,630,000 △ 1,817,060 △ 1,817,060

政策評価調書（個別票３）

政策名 Ⅵー４．環境

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反
映による見直し額

(削減額)30年度
当初予算額

31年度
概算要求額

増△減額

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

本事業では、我が国企業が有するアジ
アに位置する生産拠点において、日本
式の生産工程への見直しや省エネ性能
の高い機械装置の導入等の省エネ化の
取組を推進する上で必要となる現地人
材の育成支援を行う。具体的には、現
地の中核人材を日本法人に受入れて行
う実務研修、日本法人の指導的立場に
ある者を海外に派遣して行う技術指導
等の取組に要する経費の補助を実施。

● 3 1,147,060 1,000,000 △ 147,060 △ 147,060

新興国等の日本企業の生産拠点を担う現地人材の育成を支援することを通じて、日本企業の
省エネ技術の海外移転を促進し、新興国等の産業分野でのエネルギー利用の効率化や温室効
果ガスの削減を図ることで、我が国のエネルギー安全保障の強化を図る。

政策目的、成果目標の達成のため、より費用対効果の高い事業、対象、地域に重点化すべ
き。

公開プロセスでの指摘も踏まえ、「エネルギーインフラの運転を担う人材育成事業」を30年
度で終了し、「生産プロセスの省エネ化を推進する人材育成事業」に重点化した。またエネ
ルギー政策への効果を高める観点から、より効果が高いと見込まれる分野、国、地域に限定
して支援を行うこととし、減額した。

CCS研究開発・実
証関連事業

CCS（Carbon dioxide Capture and
Storage）技術の2020年頃の実用化に向
け、大規模実証試験、CO2分離回収技術
の研究開発、安全管理技術の確立等を
目指す。

● 3 9,300,000 7,630,000 △ 1,670,000 △ 1,670,000

二酸化炭素回収・貯留（CCS）の大規模実証試験を着実に進めるとともに、研究開発により、
必要な基盤技術を確立することで、2020年頃の二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術の実用化を
目指す。これにより、CCSが2020年頃以降の温室効果ガス排出量の効果的な削減に寄与するこ
とを目指す。

CCS技術の実用化・普及に向けたコスト目標に向け、技術開発や実証事業を効率よく実施すべ
き。

CO2の圧力量の規模などによりCO2削減コストは変動するため、実証試験自体の削減コストで
はなく、CCS実用化・商用化時に達成されうるコストを基に評価をしつつ事業を実施してい
く。31年度においては、CO2の圧入に係る経費などを精査した結果、減額した。

合計

達成しようとする目標及び実績

政策評価結果のポイント

概算要求への反映状況


