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みんなの雇用を守り、充実した仕事ができるよう、
産業の課題を解決します

産業・企業の発展
現状 と 課題

政
▲

▲

家 族も含め、現役世代が不安なく活き活きと暮らすためには、雇用がしっかりと守ら

策

資 源の安定確保に向けて、各種資源の再利用を一層すすめるとともに、未開発資源
や新エネルギー源、低品位原燃料などを活用できる技術開発を推進します。

今後も安定した発展を見通すことができれば、先行投資をはじめ、従業員の処遇や

資 源ナショナリズムや政情不安等によって輸入が途絶えるリスクを回避するために、

▲

れ、安定した収入を得られることが必要です。企業にとっても、産業の将来について
福利厚生、職場環境、働き方などを改善する余力が生まれます。基幹労連に関係す

資源外交の推進と輸入先の多様化のための諸条件整備を進めます。
▲

る産業全体の課題を解決していくことで、働くみんなにとっても、企業にとっても、メ
リットが生まれることになります。

全が確認された原子力発電所の再稼働を、国の責任のもとで着実に実行するよう求

▲

資 源の乏しいものづくり貿易立国の日本にとって、とりわけ資源とエネルギーの安

めます。
▲

定確保は、関係する産業や企業だけでなく、みんなの暮らしを含む経済活動全体に
関わるきわめて大きな課題です。資源を保有する国の保護主義的な動きや、政治情

国 際競争にさらされている電力多消費産業のコスト負担を軽減するために、省エネ
補助金などの施策の充実や、FIT制度の見直し、賦課金減免措置の適用条件拡大な

資料③

勢、地政学的なリスク等をあらかじめ想定した対応が必要です。

どを実現します。
▲

▲

環 境の保護や温暖化対策は、地球
上のあらゆる生物が今後も存続して

日本のものづくり産業が持っている様々な環境対策技術の国外への普及を、トップ
セールスを通じて強力に推進します。

いくために不可欠な取り組みです。

▲

タングステン
89%

発展途上国を中心に人口が増加し、

中国

温室効果ガスの排出量も増えていく

フェロクロム
18%

ことが予想される中で、環境と経済

プラチナ
84%

や、新たな税の導入、排出量取引制度の導入には反対します。

インドネシア
モリブデン鉱
57%

オーストラリア

銅鉱
48%

チリ

出所：財務省貿易統計
出典

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構ーホームページ

資料④

▲

鉛鉱 亜鉛鉱
48%
34%

南アフリカ

術の開発と導入によって、抑制して

2 050年カーボンニュートラルの検討にあたっては、経済政策と環境政策の両立が
大前提です。国際競争力の低下や雇用問題に発展しかねない、既存の税負担の増大

ニッケル鉱
53%

フェロバナジウム
51%

をバランスさせながら、環境対策技
いかなければなりません。

安 価で安定した電力を確保するために、また、エネルギー安全保障の観点から、安

国 際競争力を強化するために、また、海外の企業と対等の立場で競争ができるよう
に、技術や規格の国際標準化や、統一化、他国に比較して煩雑・複雑な法制度の整
理、簡素化を求めます。

▲

ものづくり産業は、GDPの2割を占
めるだけでなく、新たなイノベーショ

主要国のエネルギー輸入依存度

ンや技術を生み出し、他産業への高

（%）100

い波及効果も持つ日本の基幹産業

88

92

80

（2018 年）

96
84

89
77 77
63

60

39

38 39
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アメリカ

インド

イギリス

ドイツ

フランス

ためには、研究・開発支援や各種税

韓国

‐20

イタリア

高めながら国際競争力を高めていく

日本

0

20 22

‐3 ‐2

ロシア

30

20

カナダ

らも国内マザー工場の製 造 実力を

中国

45

40

ブラジル

です。そのものづくり産業が、これか

輸入依存度
（原子力を含む）
輸入依存度
（原子力を除く）

70

‐40
‐60

制の拡充・恒久化など、国にしかで

‐80
‐100

きない後押しが欠かせません。

‐78
（注）
下向きのグラフは輸出していることを表す

‐69
‐95

‐88

原子力・エネルギー図面集
出典：IEA
「Data and statistics」より作成
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2017 年度
政策・制度（案）
│産業政策

2022-23 年度
基幹労連の政策

Ⅰ

資
 源・エネルギーの安定確保と、国益・競争力確保を
念頭に置いた環境保全・地球温暖化対策の実施

資源領域の現状と課題
資源の安定確保
▶「資源国

日本」をめざして

資源のほとんどを海外からの輸入に頼っている日本においては、
未開発海底資源や低品位の原燃料の活用が求められます。その
ための研究開発の促進と早期の商業化に向けては、財政的支援
や法整備、各種規制の緩和、技術のマッチングなど、国の強力な
バックアップが必要です。

資源リサイクル
▶持続可能な社会づくりの推進

資源に乏しい日本においては、都市鉱山 に眠るレアメタルや
※

海外より輸入した資源から作った製品などを海外に流出させ
ることなく、国内の資源として再利用・循環させ、持続可能
な社会としていくことが重要です。そのためには、リサイクル
の一層の推進に向けた法整備と各種規制の緩和などの取り
組みが不可欠です。
※都市鉱山：ゴミとして大量に廃棄される家電製品な
どの中に存在する有用な資源（レアメタ
ルなど）を鉱山として見立てたもの

企業への支援
▶資源開発と省エネ設備の投資には巨額な資金が必要

海外での資源開発事業や国内における省エネルギー化、特に装
置産業の省エネに向けた設備投資には、数百億円という巨額の費
用が必要です。企業における競争力の維持・向上と投資マインド
の向上という観点のもと、税制優遇や設備投資に対する助成金な
ど、財政面での国の支援が求められます。

8

基幹労連─2021年4月26日（第221号）

資源政策

（1）自国領海や排他的経済水域にある未開発資源や、新エ

2 資源リサイクルの推進
（1）各種リサイクル法の整備・見直しと十分な量の廃棄物を

ネルギー源の活用を図る。

低コストで収集できる仕組みづくりを国の主導で推進

❶実証試験や採掘技術開発の加速、高い探査能力を備

し、都市鉱山など再資源化を推進する。

えた探査船の建造・配置、関係する人材の育成を産
官学連携のもと推進する。
❷
「海洋エネルギー鉱物資源開発計画」の円滑な実行に
資する法整備を行う。

産業政策

1 資源の安定確保に向けて

❶自治体間で異なっている廃棄物受け入れ基準の統一
化や、事前協議制度の廃止など、スムーズな移動によ
る廃棄物の大規模集積化を推進し、リサイクルの効率
化を図る。
❷資 源の国内処理・循環を基本とし、再生可能な資源
の最大確保に向けて諸制度の創設・整備を行い「持

可能とする技術や機器の開発を推進する。

続可能な社会づくり」を推進する。

❶低品位炭改質技術について、さらなる技術開発とその

・使用済みのアルミ缶や超硬工具、バッテリーといっ

普及に向けた支援と産炭国との政策対話の推進等、国
としてビジネスモデルを打ち出し、着実に商業化につ
なげる。
（新規）
❷廃棄 PET 素材を原料とした道路舗装用アスファルト改
質材料の活用を促進する。
（新規）
（3）資源ナショナリズムや政情不安等による輸入途絶リスク
回避に向けて、資源外交の推進と輸入先の多様化に向
❶
「資源確保戦略」および「新国際資源戦略」を踏まえ、
次の内容に取り組む。

た国内リサイクル資源の海外流出防止
・各国で異なる規制品目の統一化、回収価格面でのイ
ンセンティブの付与
・家電リサイクル法に沿った回収の義務付け・罰則強
化や制度の見直し

3 資源開発事業および省エネルギーに取り組む企業への支援
（1）租税特別措置等の拡充とその恒久化を図る。
❶新規鉱山開発に関して融資制度の利用条件の緩和や

自然災害に関する政策

けた諸条件整備を進める。

政 策・制 度

（2）褐炭や泥炭、廃プラスチックなどの低品位原燃料を利用

拡充を行う。
❷資 源開発に係る税制上の支援を拡充するとともに、

・関係国との政府間協議の推進

米・仏と同様に恒久化する。

・民間企業の権益確保に向けた政府支援の推進

・海外減耗控除制度

・資源を有する開発途上国へのインフラ整備や技術供

・海外投資等損失準備金制度

与による共同開発・権益確保等の戦略的な推進と
供給時の協定締結の促進
・資源輸入先の多様化を念頭に置いた専用船の開発、

（2）鉱害防止事業の継続と坑排水処理義務のある企業への
国による助成制度の強化を図る。

港湾整備などの諸条件整備
❷
「資源確保戦略」の対象資源について、エネルギーベ

（3）省エネ推進に向け設備投資を行う企業への補助金支給

ストミックスや取り巻く状況等を踏まえ、必要な見直し

等の施策の充実を図るとともに、償却資産への課税につ

を行う。

いて、競争力の維持と投資マインドの向上の観点で見直
しを行う。

「長寿命化」
「再資源化」
「代替化」
（4）レアメタルの「減量化」
に向けた、各施策の研究・実用化を加速させる。
❶電子機器から、より多くの金属を回収するための技術
開発や設備投資に対する支援を行う。

基幹労連─2021年4月26日（第221号）
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エネルギー領域の現状と課題
安定供給と低廉な電力料金の実現
▶国内企業の競争力の強化に向けて

東日本大震災による原子力発電所の停止に伴い、電力料金
は高止まり、FIT 賦課金単価の上昇も相俟って、企業のエネ

金

電気料

賦課金

ルギーコスト負担は増え続けています。国際競争力の向上、
そしてイコールフッティングをめざすうえで、エネルギーの安
定供給と低廉な電力料金の実現は不可欠な要素です。その
ためにも、安全が確認された原子力発電所の再稼働、その実
現に向けた国の主導性発揮が求められます。

競争力のある再生可能エネルギーの実現
▶コストの低減と公平・公正な費用負担を

世界的に脱炭素社会の実現へ舵が切られる中、太陽光や風
力、地熱など、地球環境にやさしい再生可能エネルギーへ注
目が集まっています。一方、天候に左右されること、発電コス
トがまだまだ高いこと等が大きな課題となっています。安定
的な電力供給はもちろんのこと、国民負担の抑制と企業の競
争力の維持・向上の両立をめざした、競争力のある再生可能
エネルギーの実現とその拡大が求められます。

原子力なくして日本のエネルギー問題は解決しない
▶国民の理解を得るための取り組みと新たな

イノベーションの創出を

安定した電力供給には、原子力による発電が不可欠であり、こ
れは、日本のエネルギー計画（エネルギーのベストミックス）
にも明確に記されています。しかしながら、原子力発電に対す
る国民の評価は厳しいままであり、使用済み核燃料の処分問
題をはじめ、多くの課題について国民の不安払しょくに向けた
国の積極的な取り組みが必要です。そして、将来に向けたエ
ネルギー政策のあり方を国民全体で広く議論するとともに、廃
炉を含む原子力関連技術のイノベーション創出とそれを担う
人材の確保・育成が求められます。

2030 年石炭火力発電所 100 → 0 に！？
▶ベースロード（基幹）電源の確保と休止に向けては

産業実態を踏まえた慎重な検討を

国内の石炭火力発電所約 140 基中、114 基が旧式で非効率
とされています。このうち、2030 年に向けて、離島などの特

2021

2030

100

0

殊地域を除く約 100 基が休廃止される予定です。日本の総発
電量（18 年度）に占める石炭火力の割合は 32％と、天然ガス
火力の38％に次ぐ規模であり、ベースロード電源です。再生
可能エネルギーへの代替えだけではなく、高効率の石炭火力
発電所へのリプレースを推進し、安定した供給体制を構築す
ることが必要です。また、今回の休止対象設備には、鉄鋼・非
鉄産業が持つ自家発電設備も含まれていることから、休廃止
の判断含め、産業実態をふまえた慎重な検討が求められます。
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エネルギー政策

力多消費産業に対する支援

（1）国 際的に見て高い電力料金の低廉化に向けて、安全が
確認された原子力発電所の再稼働を国の責任のもと着
実に実行する。

（5）「水素基本戦略」にもとづき、水素利用と水素供給構造
の両面での取り組みを推進する。
❶水素ステーション、FCV、FC バスの普及およびトラッ
ク等の大型車両のFC 化に必要な技術開発と社会実
装の早期実現をめざす。
（新規）
❷海外の褐炭や原油随伴ガス等の未利用資源から水素
を製造し、国内に輸送する国際水素サプライチェーン

ギーに関して国民が負担するコストなど、日本のエネ

の実証試験や国内の未利用地域資源（再生可能エネ

ルギーの現状と今後について、すべての国民に正しく

ルギー、副生水素、使用済みプラスチック、家畜ふん尿

情報伝達を行う。

等）から製造した水素を地域で利用する低炭素な水素

の判断を尊重した原子力発電所の再稼働」と「立地自
治体等関係者の理解と協力」を着実に実行する。

政 策・制 度

❶原発稼働停止に伴う燃料費増額分や再生可能エネル

❷第５次エネルギー基本計画にある「原子力規制委員会

産業政策

1 国際競争力の維持・向上を念頭においたエネル
ギーの安定供給と低廉な電力料金の実現および電

サプライチェーン構築の実証試験を促進するなど、水
素の供給能力拡大と安価で安定した調達を実現する。
（新規）
❸水素コストの低減に資する、大容量液化水素貯蔵設備

（2）電力多消費産業に対する電力料金の大幅なコスト負担
増を軽減するための施策（省エネ設備投資補助金等）の
一層の充実を図る。
❶石油石炭税の使途を明確化したうえで、その余剰分を支
援財源に充てるなどの臨時的措置についても検討する。

に関する法整備と関連機器に関する国際標準化の早
期実現をめざす。
（新規）

3 原子力政策
（1）高 速炉、小型モジュール炉など原子力関連技術のイノ
ベーションの促進を図り、その実現をめざす。
（新規）

基準については、生産変動やプロダクトミックス変動へ
も配慮した原単位設定とするとともに、制度趣旨である

自然災害に関する政策

（3）FIT 制度における賦課金減免制度の認定に使用される
（2）MOX 燃料を含む使用済み核燃料の処理技術の研究開
発・実用化を加速する。

国際競争力の維持・強化の観点のもと、国際競争に晒
されている企業への減免措置の適用拡大を行うなど、機
動的な見直しを継続して行う。

2 再生可能エネルギーの導入促進
（1）ベースロード電源としての活用が期待できる地熱・風力・
中小水力・バイオマス発電の導入促進に向けた技術開

 レベル放射性廃棄物の処理方法の確立、中間貯蔵・最
（3）高
終処分場の選定等を国の責任によって早期に実現する。

4 低効率の石炭火力発電所の段階的休廃止について
（新規）
（1）石炭火力は、エネルギー資源に乏しいわが国にとって重

発への支援と各種法的規制の緩和を図る。

要なエネルギー源であるため、低効率の石炭火力発電所

❶洋上風力発電、太陽熱エネルギーや海洋、藻類バイオ

の段階的休廃止の実行は、産業・企業の実態をふまえ

燃料などの実証段階にある再生可能エネルギーの商業

慎重に行う。

化に向けたコスト縮減に資する技術開発への支援強化
（2）自家発を有する企業は、すでに省エネ法の規制を自家発
（2）再生可能エネルギーの導入拡大と国民負担の抑制を両
立すべく「エネルギー供給強靭化法」にもとづく取り組み

含む製造プロセス全体で受けていることから、新たな規
制を設けない。

を推進する。
❶透明性・納得性のあるFIP 制度の導入と運用
❷運用の厳格化による太陽光発電の導入

（3）IPPや共同火力については、これまでの省エネ法の仕組
みを継続するなかで、共同取り組みや地域性、個々の事
情をふまえた制度設計とする。

（3）発電コストの低減に資する技術開発に関係する産業が、
世界に先駆けた技術開発・導入の主体となるよう、わが
国の有望な成長産業と位置づけ、長期的な視点に立っ

（4）エネルギー基本計画にもとづき、高効率石炭火力へのリ
プレースを推進する。

た支援を展開する。
（4）出力変動が大きい再生可能エネルギーの高効率・大容
量の蓄電が可能となる技術開発や、スマート・グリッド
の構築を推進する。
基幹労連─2021年4月26日（第221号）
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地球環境・温暖化対策領域の現状と課題
真の国際貢献を果たすために
▶世界トップクラスの環境技術の発信を

世界全体のCO2 排出量のうち、日本が占める割合は約３％程
度であり、排出量は近年減少傾向にあります。一方、中国を

CO2

削減技術

除くアジア・中東地域の排出量は増加傾向にあり、今後も人
口増加に伴って、途上国の排出量が大きく上昇すると見込ま
れています。これらの国の排出量をいかに制御していくかが、
今後の地球環境・温暖化対策のカギを握っています。世界に
誇る日本の環境対策技術のさらなる向上、そしてトップセー
ルスの実践によって、日本が真の国際貢献を果たしていくこと
が求められます。

目的に逆行する施策は NO
▶産業実態をふまえた地球温暖化対策計画の策定・推進を

日本のものづくり産業は、省エネをはじめ CO2 排出量の削
減に向けて懸命に取り組んでいます。具体的には「低炭素
社会実行計画（自主行動計画）」 にもとづき、CO2 排出量
※

について、中・長期の削減目標を掲げ、必要な設備投資を
行うなどし、目標達成をめざしています。一方、地球温暖化
対策として、国は増税や新たに炭素税、排出量取引制度の
導入などを検討しています。これら追加的施策は、企業の環
境対策に向けた財源を奪い、企業の投資マインド低下につ
ながる等、地球温暖化対策の目的に逆行するため、基幹労
連として認めることはできません。
※低炭素社会実行計画（自主行動計画）
：
温室効果ガスの削減を目的とした、日本の経済界による自主的取組みの計画の総称

カーボンニュートラルの実現に向けて
▶経済政策と環境政策の「好循環」の追求を

世界的に脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現に取り
組んでいる中、日本も的確に対応し、革新的な技術・製品の
開発、優秀な人材の確保・育成、国際的な優位性を担保する
ことは、今後の国内経済の活性化と成長に欠かせない条件と
なっています。また、カーボンニュートラルは、一朝一夕で実

いかなければなりません。なにより、ものづくり産業の立場と
して一番重要なことは、経済政策と環境政策を両立させ、好
循環させていくということです。
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環境政策

変革も必要であり、まさに国家プロジェクトとして取り組んで

経済政策

現できるものではなく、革新的な技術開発、社会実装に向け
たインフラ整備はもとより、私たち国民一人ひとりの意識の

地球環境・温暖化対策政策

（1）環 境対策技術の国内普及および二国間クレジット制度
を通じたトップセールスを強力に推進する。
【環境対策技術例】

産業政策

1 真の国際貢献に向けた日本の環境対策技術の活用

3 ものづくり産業が有する環境対策技術の活用
（1）浚渫土の有効利用や海域環境の修復効果がある鉄鋼ス
ラグのさらなる用途・普及拡大に取り組む。また、実証
事例の積み上げに向け、国の援助や産官学一体となった

・コークス乾式消火設備（CDQ）

取り組みの推進と環境影響評価や公的認証取得に向け

・ガスタービンコンバインドサイクル発電（GTCC）

た支援を行う。

・石炭ガス化複合発電（IGCC）
・二酸化炭素回収・貯留（CCS）

（2）CO2 の削減ならびにヒートアイランド対策として、高耐
久性、低ライフサイクルコスト、大型車の燃費向上効果

・革新的製鉄プロセス技術開発（COURSE50）

が期待される道路のコンクリート舗装化を推進する。

・自動車用高張力鋼板等の高機能鋼材の開発技術
・地中熱活用技術（ヒートポンプシステム、空気・水
循環システム等）
・高効率・低公害のごみ処理施設 など

政 策・制 度

・排煙脱硝装置、排煙脱硫装置、集じん装置（新規）

4 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた取
り組みについて（新規）
（1）国際競争に晒されているものづくり産業・企業の発展と
カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを「好循

（2）「 パリ協 定 」で 合 意された『 二 国 間クレジット制 度

環」させるため、経済政策と環境政策の両立を図る。

（JCM）に関するアカウンティングのためのガイダンスの
作成』に、関係国との協力・連携のもと、積極的に関与

（2）具体検討にあたっては、政策と施策の積み上げによる実

する。また、MRV（測定、報告、検証）の基礎インフラの

行可能な目標である「中期目標」と、政策の方向性を示

設計にセクター別アプローチを導入する。

し将来の予見性を高め投資を拡大するための将来ビジョ
ンとなる「長期戦略」を区分して進める。また、中期目標

自然災害に関する政策

2 産業実態をふまえた地球温暖化対策計画の策定・
推進

については、定期的に評価を行い、必要な見直しを行う。

（1）地 球温暖化対策計画の見直しにあたっては、企業存続

（3）産業・企業の競争力の低下による衰退、さらには雇用問

に影響をおよぼし、環境対策含め、企業の投資マインド

題にも進展するため、安易に規制措置の導入（既存の税

低下につながる炭素税や排出量取引などの追加的施策

負担増、新たな税の導入）は行わない。

は導入しない。
（4）カーボンニュートラルの実現に向けては、産業・企業の
（2）「
」に取り組む企業
 低炭素社会実行計画（自主行動計画）
については、各地方公共団体の実行計画を適用しない。

取り組みのみならず、国民の意識・生活様式の変革が
必要であることから、国全体の取り組みとなるよう国民
の理解・協力を得るべく国の指導性を発揮する。

（3）運 輸部門での環境負荷の低減に資する交通インフラ投
資やモーダルシフトならびに物流拠点における低炭素化
の取り組みを加速する。
2050 年カーボンニュートラルの実現

出所：経済産業省
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