
〈総括〉２１世紀環境立国戦略関係平成２０年度予算案について〈総括〉２１世紀環境立国戦略関係平成２０年度予算案について

（百万円）

全体計上額 １,７１７,４０９

戦略別計上額

（百万円）

戦略別計上額

戦略１ 気候変動問題の克服に向けた国際的リーダーシップ ４６２，３９６

戦略２ 生物多様性の保全による自然の恵みの享受と継承 ２２６，２４１

戦略３ 3R を通じた持続可能な資源循環 １１５，３９４

戦略４ 公害克服の経験と智慧を活かした国際協力 ５，３５８

戦略 環境 ネ ギ 技術を中核 た経済成戦略５ 環境・エネルギー技術を中核とした経済成長 ４６８，６６１

戦略６ 自然の恵みを活かした活力溢れる地域づくり ３２８，５２１

戦略７ 環境を感じ 考え 行動する人づくり １０８ ９８２戦略７ 環境を感じ、考え、行動する人づくり １０８，９８２

戦略８ 環境立国を支える仕組みづくり １，８５６

※全体計上額及び戦略計上額については、現在精査・調整中であり、今後変更の可能性がある。

※※重複を防ぐために、各予算項目については も関係の深い戦略にのみ計上している。



＜総括＞ 戦略毎の主な予算 (百万円：()内は平成19年度予算）

主 な 予 算

戦略１

気候変動問
題の克服に

①世界全体の温室効果ガス排出量削減のための「長期戦略」の提唱

・２０１３年以降の温暖化対策の国際的な枠組みの構築に向けた「３原則」の提案 46.1(27.2)【外務省】

・(新)低炭素で成長する日本モデルの構築等事業 24(0) 【環境省】
向けた国際
的リーダー
シップ

(新)低炭素で成長する日本 デルの構築等事業 ( ) 【環境省】

・革新的技術開発等 67,000(46,100) 【経産省】

②中期戦略とその実現

・次期国際枠組みに対する日本イニシアティブ推進経費 137(100) 【環境省】次期国際枠組みに対する日本イニシアティブ推進経費 137(100) 【環境省】

・各国の京都議定書目標達成に関する調査 5.5（5.5）【外務省】

・(新）アフリカにおける気候変動・環境問題への取組 2531.6 (0) 【外務省】

・ポスト京都議定書の枠組み作りに向けた省エネルギー国際協力や原子力協力の展開 7,100(5,600)【経産省】

③我が国の京都議定書目標を確実に達成するための国民運動を始めとする取組

・１人１日１ｋｇＣＯ２削減国民運動推進事業300(0)【環境省】

・中小企業等の排出削減を支援する「国内ＣＤＭ」の構築に向けた対応や排出削減のための設備投資支援など 1,300(860)

【経産省】【経産省】

・代替フロン等３ガス対策の強化 3,100(1,100)【経産省】

・下水汚泥の資源・エネルギー循環の推進等 13,793(477,751の内数) 【国交省】

・(新)高齢級森林整備促進特別対策事業 1,000（0）【農水省】

④地球温暖化に関するモニタリング・予測及び適応策の検討等

・２１世紀気候変動予測革新プログラム 2,232(2,313) 【文科省】

・地球観測衛星の開発・運用 16,536(13,671) 【文科省】

地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発 455(276) 【農水省】・地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発 455(276) 【農水省】

等



主 な 予 算

戦略２

生物多様性

①自然共生の智慧の再興・発展
・(新)SATOYAMAイニシアティブ推進事業費 126(0) 【環境省】

の保全による
自然の恵み
の享受と継承

②次期世界目標の設定に向けたリーダーシップの発揮
・(新)「いきものにぎわいプロジェクト」推進費 50(0) 【環境省】

③百年先を見通した我が国の生物多様性の保全③百年先を見通した我が国の生物多様性の保全
・水辺における良好な環境の保全・再生・創出 25,923 （27,790）【国交省】
・(新)SATOYAMAイニシアティブ推進事業費（再掲） 126(0) 【環境省】

・(新)農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発 228(0) 【農水省】

・(新)地域水ネットワーク再生事業 300(0) 【農水省】

・(新)漁場環境・生物多様性保全総合対策事業 325(0) 【農水省】

等



主 な 予 算

戦略３

3Rを通じた

①アジアでの循環型社会の構築に向けた取組
・３Ｒイニシアティブ国際推進費 123(120) 【環境省】

持続可能な
資源循環 ②3Rの技術とシステムの高度化

・サプライチェーン全体での３Ｒの取組の支援 630 (180)【経産省】
・(新)地域からの循環型社会づくり支援事業 60(0) 【環境省】

③3Rを通じた地球温暖化対策への貢献

・地域バイオマス利活用交付金 11,129(14,346)【農水省】
・バイオマス利活用加速化事業 55(41) 【農水省】

④日本提唱の3RイニシアティブのG8での推進④日本提唱の3RイニシアティブのG8での推進

・３Ｒイニシアティブ国際推進費 123(120) 【環境省】
等



主 な 予 算

戦略４ ①アジアや世界への環境技術の展開

公害克服
の経験と智
慧を活かし
た国際協
力

・京都メカニズムを利用した途上国等における公害対策等と温暖化対策のコベネフィット実現支援等事業(エネ特会)
1,270(970)    【環境省】
・（新）環境プログラム無償 1,500(0) 【外務省】

・地球観測システム構築推進プラン 373(573) 【文科省】
力

・データ統合・解析システム 622(620) 【文科省】

②世界の水問題の解決に向けた国際的取組
・日中水環境パートナーシップ 191(33) 【環境省】

等等



主 な 予 算

戦略５

環境 エネ

①環境技術・環境ビジネスの展開

ナノテクノロジ を活用した環境技術開発推進事業 453(453) 【環境省】環境・エネ
ルギー技
術を中核
とした経
済成長

・ナノテクノロジーを活用した環境技術開発推進事業 453(453) 【環境省】

・地球温暖化対策技術開発事業(エネ特会) 3,709(3,302) 【環境省】

②エネルギー効率の一層の改善

・（新）住宅・建築物における省CO２対策の推進 5 300(0) 【国交省】（新）住宅 建築物における省CO２対策の推進 5,300(0) 【国交省】
・省エネ設備等の導入促進 54,000(53,200) 【経産省】
・海洋環境イニシアティブの推進 426（168） 【国交省】

③バイオマス等の再生可能エネルギー利用の推進

新エネルギ 等の 層の導入支援 45 800(43 400) 【経産省】・新エネルギー等の一層の導入支援 45,800(43,400) 【経産省】
・環境バイオマス総合対策推進事業 352(337) 【農水省】
・(新)ソフトセルロース利活用技術確立事業 3,237(0) 【農水省】

④安全の確保等を大前提とした原子力の利用

・高速増殖炉サイクルの推進 44,691(43,549) 【文科省・経産省】

・ＩＴＥＲ（国際熱核融合実験炉）計画等の推進 10,298(5,382) 【文科省】

・安全の確保等を大前提とした原子力の推進 139,800(133,900) 【経産省】

等



主 な 予 算

戦略６

自然 恵

①人と自然が元気な郷(さと)づくり

有機農業総合支援対策 457(54) 【農水省】自然の恵
みを活か
した活力
溢れる地
域づくり

・有機農業総合支援対策 457(54) 【農水省】
・広範な関係者の参加による魅力的な国立公園づくり推進事業 41(18) 【環境省】

②環境に配慮した美しい都市(まち)づくり

・CO２吸収源対策に資する都市緑化の推進 5,314（5,369）【国交省】
・低炭素地域づくり面的対策推進事業(エネ特会) 400(250) 【環境省】
・低公害車の普及促進及び新燃料を利用する次世代低公害車の開発・実用化 2,616（2,550） 【国交省】

③豊かな水辺づくり

・里海創生支援事業 25(0) 【環境省】里海創生支援事業 25(0) 【環境省】

④緑豊かな国土の保全に向けた美しい森林(もり)づくり

・ (新)森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業 1,200（0）【農水省】
・ (新)木質資源利用ニュービジネス創出事業 573（0）【農水省】

等



主 な 予 算

戦略７ ①環境教育・環境学習の機会の多様化

環境を感
じ、考え、
行動する
人づくり

・豊かな体験活動推進事業 1,012(713) 【文科省】

・青少年体験活動総合プラン 264(246) 【文科省】

・(新)21世紀環境教育AAAプラン推進事業 55(0) 【環境省】

・(新)持続可能な開発のための教育(ESD)を担うアジア高等教育機関人材育成事業 75(0) 【環境省】(新)持続可能な開発のための教育(ESD)を担うアジア高等教育機関人材育成事業 75(0) 【環境省】

②国民による取組の展開

・(新)エコポイント等CO2削減のための環境行動促進事業(一般・エネ特会) 360(0) 【環境省】

等

戦略８

環境立国
を支える
仕組みづ
くり

①市場メカニズムの活用等の検討と企業行動等における環境配慮の展開
・温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業(エネ特会) 3,000( 3,000) 【環境省】

②その他各種対策を推進するための国の取組

(新)国等における環境配慮契約等推進経費 28(0) 【環境省】くり ・(新)国等における環境配慮契約等推進経費 28(0) 【環境省】

等


