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【平成２７年６月の経済報告】 

平成２７年６月２３日 

 

 本稿は、マイクロマシン／MEMS 分野を取り巻く経済・政策動向のトピックをいろいろ

な観点からとらえて発信しています。 

 平成２７年度、向夏の６月の経済報告をお届けします。 

 

１．経済の状況 

◎ 経済財政諮問会議（平成２７年６月２２日開催） 

 

 平成２７年第１０回経済財政諮問会議が開催されました。要旨は以下のとおりです。 

 会議では、「骨太方針策定に向けて」について議論されました。以下は総理発言です。 

 本日、議論いただきました『骨太方針』の素案においては、デフレ脱却を確実なものと

し、『経済の好循環』を更にに拡大させる取組を盛り込むとともに、成長戦略を拡充・加

速すると同時に、『歳出改革』、『歳入改革』の推進を通じて、公共サービス分野を『成

長の新たなエンジン』に育てることにより、我が国経済の潜在成長力について、２％程度

を上回る成長に向けて高めていくことを示しました。 

 さらに、安倍内閣の基本哲学である『経済再生なくして財政健全化なし』の下、『経

済・財政再生計画』を具体化し、この中で、歳出改革として幅広い国民の参加を求め、

『公的サービスの産業化』、『インセンティブ改革』、『公共サービスのイノベーション』

に国民運動として取り組んでいきます。そして、そのことによって、公共サービスの質や

水準を低下させることなく、公的支出の抑制を実現させます。歳出全般にわたり、安倍内

閣のこれまでの取組を強化し、聖域なく徹底した見直しを進め、地方においても国の取組

と基調を合わせた取組を進めることを盛り込みました。 

 安倍内閣としては、財政に対する国の信認を確保するため、２０２０年度の財政健全化

目標達成を堅持します。そのための『経済・財政再生計画』です。 

 甘利大臣には、この素案をベースに、本日の議論も踏まえつつ、与党とも議論を進め、

次回の諮問会議で取りまとめるよう御尽力いただきたいと思います。 

 

経済財政運営と改革の基本方針 2015（骨太方針策定に向けて） 

 

第１章 現下の日本経済の課題と基本的方向性 

１． 日本経済の現状と課題 

［１］経済財政の現状 

［２］今後の課題 

２．新たなステージへ移りつつある東日本大震災からの復興 

第２章 経済の好循環の拡大と中長期の発展に向けた重点課題  

１． 我が国の潜在力の強化と未来社会を見据えた改革 

 ［１］「稼ぐ力」の強化に向けた事業環境の整備と成長市場の創造 

 ［２］海外の成長市場との連携強化 

［３］イノベーション・ナショナルシステムの実現、ＩＴ・ロボットによる産業構造 

改革（※） 

２． 女性活躍、教育再生をはじめとする多様な人材力の発揮 

 ［１］女性、若者など多様な人材力の発揮 
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 ［２］結婚・出産・子育て支援等 

 ［３］教育再生と文化芸術・スポーツの振興 

３． まち・ひと・しごとの創生と地域の好循環を支える地域の活性化 

［１］まち・ひと・しごとの創生 

［２］地域の活性化 

［３］2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた取組 

４． 安心・安全な暮らしと持続可能な経済社会の基盤確保 

［１］外交、安全保障・防衛等 

［２］国土強靱化、防災・減災等 

［３］暮らしの安全・安心（治安、消費者行政等） 

［４］地球環境への貢献 

第３章 「経済・財政一体改革」の取組―「経済・財政再生計画（仮称）」 

１． 経済財政の現状と課題  

２． 計画の基本的考え方 

３． 目標とその達成シナリオ、改革工程 

４． 歳出改革等の考え方・アプローチ 

［Ⅰ］公的サービスの産業化 

［Ⅱ］インセンティブ改革 

［Ⅲ］公共サービスのイノベーション 

５． 主要分野毎の改革の基本方針と重要課題 

［１］社会保障 

［２］社会資本整備等 

［３］地方行財政改革・分野横断的な取組等 

［４］文教・科学技術、外交、安全保障・防衛等 

［５］歳入改革、資産・債務の圧縮 

 

第４章 平成 28 年度予算編成に向けた基本的考え方（※） 

１．経済財政運営の考え方 

［１］経済の現状及び今後の動向と当面の経済財政運営の考え方 

［２］中長期的な経済財政の展望を踏まえた取組 

２．平成 28 年度予算編成の基本的考え方 

 

※（抜粋） 

［３］イノベーション・ナショナルシステムの実現、ＩＴ・ロボットによる産業構造改

革 

 

 「世界で最もイノベーションに適した国」の実現を目指し、未来の成長の源泉である 

イノベーション創出を担う企業・大学・研究機関の人材・知・資金の好循環を誘導する 

イノベーション・ナショナルシステムを構築する。 

 

（イノベーション・ナショナルシステムの実現） 

 総合科学技術・イノベーション会議の下、「第５期科学技術基本計画」を策定するとと 

ともに、「科学技術イノベーション総合戦略 2015」を強力に推進する。 

産学官からなるオープンイノベーションの推進、多様な研究主体を引き寄せる「場」 

の設定支援、民間資金とのマッチング・ファンドの導入促進、革新的技術シーズを事業 

化に結び付ける橋渡し機能強化、若手研究者・起業家の育成と人材流動化、「特定国立研 
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究開発法人（仮称）制度」の可能な限り早期の創設等を戦略的に実施する。 

 イノベーション創出の基盤を担う大学について、機能強化の方向性に応じた三つの重 

点支援の枠組みの新設を通じたメリハリある配分、ガバナンス確立とマネジメント改革 

等を強力に推進する。また、大学改革と競争的研究費改革を一体的に推進する。 

世界最高の「知的財産立国」を目指し、知的財産戦略や標準化戦略を推進する。 

 

（ＩＴ・ロボットによる産業構造の改革） 

「世界最高水準のＩＴ利活用社会」の実現に向け、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」 

に基づく施策を着実に進める。ＡＩ、ビッグデータ、ＩoＴの進化等により全ての産業で

産業構造の変革が生じる可能性がある中、データを活用した新たなビジネスモデルの創出

など社会変革を促すことが必要。加えて、世界一安全なサイバー空間の実現や、公衆無線

ＬＡＮ、自動翻訳等による属性に応じた情報提供、４Ｋ・８Ｋ等の高度な映像サービスの

実現等による社会全体のＩＴ化とともに、未来の産業や社会変革を見据えた研究開発を推

進する。人々の暮らし、社会を劇的に変えるロボット革命を推進する。ロボット革命イニ

シアティブ協議会での活動も通じ、業界横断、省庁横断で、社会実装を加速化する。ＩＴ

による地域活性化を図るため、クラウド、テレワーク、遠隔医療・教育等を通じた就労環

境や地域産業の生産性向上を図り、優良事例の全国展開を推進する。また、「地方創生Ｉ

Ｔ利活用促進プラン」に基づき、政府ＣＩＯ等による人材支援、ふるさとテレワーク推進、

ベンチャーのスタートアップ促進等に取り組む。個人番号カード、電子私書箱等を活用し

たワンストップサービスや政府調達の全工程の電子化等を通じ、公共サービスの改革を進

める。 

 

（医療等分野のＩＣＴ化の推進等） 

 医療等分野でのデータのデジタル化・標準化の推進や地域医療情報連携等の推進に取 

り組むとともに、医療介護の質の向上、研究開発促進、医療介護費用の適正化等の医療 

介護政策へのデータの一層の活用や民間ヘルスケアビジネス等による医療等分野のデー 

タ利活用の環境整備を進めるなど、医療等分野のＩＣＴ化を強力に推進する。 

国立高度専門医療研究センターが構築する疾患登録システムなどを活用し、関係機関 

が連携して効率的な治験を実施できる臨床開発の環境を整備する。また、国際競争力・ 

効率性の高い医療機器の開発を、重点分野を定めた上で、総合的に促進し、その果実を 

国民に還元する。 

 

第４章 平成 28 年度予算編成に向けた基本的考え方 

１． 経済財政運営の考え方 

［１］経済の現状及び今後の動向と当面の経済財政運営の考え方 

 

 我が国経済は、緩やかな景気回復基調が続いている。平成 27 年度においては、経済の

好循環を確かなものとし、地方にアベノミクスの成 

果を広く早く行き渡らせていくため、引き続き予算の早期執行等に取り組む。また、賃 

金上昇を定着させるとともに投資を促進するための環境整備に取り組む。こうした取組 

により、雇用・所得環境が引き続き改善し、好循環が更に進展するとともに、交易条件 

も改善する中で、堅調な民需に支えられた景気回復が見込まれる。 

平成 28 年度においては、世界経済の回復が引き続き期待される中、上述の経済財政 

運営の考え方に基づく施策の推進により、民需に支えられた、雇用や所得の増加を伴う 

景気回復が続くことが期待される。ただし、先行きのリスクとして、海外景気の下振れや

金融資本・商品市場の動向等に留意する必要がある。日本銀行には、経済・物価情勢を踏
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まえつつ、２％の物価安定目標を実現することを期待する。 

 

［２］中長期的な経済財政の展望を踏まえた取組 

 2020 年度の財政健全化目標に向けて、第３章で定める計画に沿って、経済財政運営を 

行っていく。相互に密接に連関する経済と財政について中長期的に一体的かつ整合的に 

展望しつつ、毎年度の予算は、経済再生と財政健全化の双方を実現する道筋を踏まえて、 

編成される必要がある。 

 経済再生と財政健全化の双方を実現するため、「公的サービスの産業化」、「インセン

ティブ改革」、「公共サービスのイノベーション」の取組を推進する。歳出全般にわたり、 

安倍内閣のこれまでの取組を強化し、聖域なく徹底した見直しを進める。また、地方に 

おいても、国の取組と基調を合わせ徹底した見直しを進める。改革初年度に当たる平成 

28 年度予算から手を緩めることなく、歳出改革等を大きく前進させる。また、「平成 28 

年度予算編成の基本方針」は、第３章で定める計画に沿って策定する。平成 29 年 4月の

消費税率引上げに向けては、その円滑な実施に必要となる経済環境を整える。 

 

２． 平成 28 年度予算編成の基本的考え方 

 平成 28 年度予算編成に当たっては、「経済・財政一体改革」を大きく進展させるため、 

各府省の予算に「公的サービスの産業化」、「インセンティブ改革」、「公共サービスの

イノベーション」をはじめとする前章に掲げる計画の基本的考え方に則った歳出改革を反 

映する。社会保障については、社会保障・税一体改革を確実に進めるとともに、予定され

た取組の前倒し実施も含め、できる限り速やかに検討・取組を進める。インセンティブ改

革による多様な主体の行動変化による効率化及び公的サービスの産業化について、順次着 

手する。平成 28 年度診療報酬改定を含め、適正な給付と負担の在り方について検討を進 

める。 

 社会資本整備については、国際競争力の強化、国土強靱化、防災・減災対策、コンパ 

クト・プラス・ネットワーク、老朽化対策等の分野について、人口減少等の社会構造の 

変化を踏まえ、選択と集中の下、ストック効果が最大限発揮されるよう重点化した取組 

を進める。また、公共施設について、生活密着型施設の統廃合等によりストック量の適 

正化を進めるとともに、コンセッションなど多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法を活用し、コス 

ト抑制を図りつつ、民間の資金やノウハウが活かされる新たなビジネス機会を拡大する。 

地方財政については、国庫支出金等を見直すとともに、地方創生予算への重点化を行 

うことにより新型交付金を創設・活用し、地方創生の深化を図る。地方交付税制度にお 

いて頑張る地方自治体を支援する算定を強化・推進する。 

 また、国・地方を通じた歳出効率化に資する優良事例の創出・全国展開をできる限り 

速やかに進める。その他の分野においても、無駄を排除し、厳しい優先順位付けを行い、

メリハリのついた予算とする。歳入面においては、課税ベースの拡大等による税収拡大の

実現、課税インフラの整備、税外収入の確保を着実に進める。これらの取組により、でき

る限りのＰＢの改善を実現する。「集中改革期間」中の所期の改革効果を実現するため、

専門調査会において改革の進捗状況を適切に管理、点検、評価する。 

 

 

◎ 月例報告（内閣府）（平成２７年６月１５日公表）※最新のデータで作成 

 

【日本経済の基調判断】 

<現状> 

・景気は、緩やかな回復基調が続いている。 
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・消費者物価は、緩やかに上昇している。 

<先行き> 

 先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原油価格下落の影響や各種

政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される。ただし、海外景気の下振 

れなど、我が国の景気を下押しするリスクに留意する必要がある。 

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/2015/06kaigi.pdf 

  

 

 

 

 
 

 

 

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/2015/06kaigi.pdf
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◎ 設備投資 

★平成 27 年 4月実績：機械受注統計調査報告 

           （平成 27年 6月 10日公表 内閣府経済社会総合研究所） 

 

 機械受注総額の動向をみると、27年 3月前月比 1.8%増の後、4月は同 1.1%減の 2兆

4,559億円となった。需要者別にみると、民需は前月比 16.5%減の 1兆 456億円、官公需

は同 45.3%増の 3,191億円、外需は同 7.0%減の 8,583億円、代理店は同 9.7%増の 1,042

億円となった。民間設備投資の先行指標である「船舶・電力を除く民需」の動向をみると、

27年 3月前月比 2.9%増の後、4月は同 3.8%増の 9,025億円となった。このうち、製造業

は同 10.5%増の 4,020億円、非製造業（除く船舶・電力）は同 0.6%減の 4,949億円となっ

た。 

 

 

 

※ なお詳細は以下のＨＰをご参照下さい。 

http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/1504juchu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/1504juchu.html
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２．関係する産業動向 

◎鉱工業指数調査  

【最新プレス情報 平成 27年 4月分】（平成 27年 6月 12日発表） 

 

 

 
概 況 

(1) 生産は、前月比 1.2％の上昇であった。 

業種別にみると、電子部品･デバイス工業、電気機械工業、金属製品工業等が上昇し、情 

報通信機械工業、鉄鋼業、その他工業等が低下した。 

 出荷は、前月比 0.6％の上昇であった。 

業種別にみると、電子部品･デバイス工業、金属製品工業、石油･石炭製品工業等が上昇 

し、輸送機械工業、情報通信機械工業、非鉄金属工業等が低下した。 

在庫は、前月比 0.4％の上昇であった。 

業種別にみると、はん用･生産用･業務用機械工業、電気機械工業、輸送機械工業等が上 

昇し、鉄鋼業、化学工業、食料品･たばこ工業等が低下した。 

(2) 確報と速報を比べると、生産、出荷、在庫、在庫率とも上方修正であった。生産の上

方修 

正は、航空機用機体部品（プロペラ・回転翼を含む）、航空機用発動部品等による。 
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9 

 

 
 

※ なお詳細は以下のＨＰをご参照下さい。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result/pdf/press/b2010_201504kj.pdf 

 

 

３．その他の動向  

 

特になし 

 

以上 

 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result/pdf/press/b2010_201504kj.pdf

