
平成２５年２月
内閣府政策統括官

（科学技術政策・イノベーション担当）

平成２４年度補正予算案
（科学技術関係予算）について

（※）現時点で入手しているデータをもとに暫定的に試算したものであり、今後の精査により変更があり得る
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平成２４年度補正予算案（科学技術関係予算）

平成24年度
補正予算額 一般会計 特別会計（※3）

うち科学技術振興費

国会 0 0 0 0 

内閣官房 0 0 0 0 

内閣府 47 47 47 0 

警察庁 68 68 3 0 

総務省 640 640 538 0 

法務省 4 4 0 0 

外務省 0 0 0 0 

財務省 0 0 0 0 

文部科学省 7,431 7,428 2,899 3 

厚生労働省 87 87 12 0 

農林水産省 234 219 219 15 

経済産業省 1,518 1,518 633 0 

国土交通省 15 15 13 0 

環境省 147 34 34 113 

防衛省 0 0 0 0 

計 10,191 10,060 4,397 132 

（単位：億円）

平成24年度
当初予算額

平成24年度
補正予算額（※4）

平成24年度
当初予算額 ＋ 補正予算額

科学技術関係予算（※1） 計 (Ａ) + (Ｂ) ３６，９２６ １０，１９１ ４７，１１７

１ 一般会計 （Ａ） ２９，８６３ １０，０６０ ３９，９２３

うち科学技術振興費（※2） １３，１３５ ４，３９７ １７，５３２

２ 特別会計 （Ｂ） ７，０６３ １３２ ７，１９５

【全体額】

【内訳（府省別）】

（※1）「科学技術関係予算」とは、科学技術振
興費の他、国立大学の運営費交付金・私
学助成等のうち科学技術関係、科学技術を
用いた新たな事業化の取組、新技術の実
社会での実証試験、既存技術の実社会で
の普及促進の取組等に必要な経費として
いる。

（※2）「科学技術振興費」とは、一般会計予算
のうち、主として歳出の目的が科学技術の
振興にある経費としている。（具体例：研究
開発独立行政法人に必要な経費、研究開
発に必要な補助金・交付金・委託費等）

（※3）東日本大震災復興特別会計のうち、復興
庁一括計上予算については、各府省の予
算に含めてとりまとめた。

（※4）平成24年度補正予算における社会資本
整備事業特別会計については、除いてとり
まとめた。
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内閣府

○沖縄科学技術大学院大学の施設整備費補助金（４３億円）

○沖縄科学技術大学院大学の運営費補助金（４億円）

暮らしの安心・地域活性化

総務省

○情報通信技術の研究開発等に必要な基盤施設の整備

（情報通信研究機構施設整備費補助金）（５００億円）

○ビッグデータ時代に対応するネットワーク技術基盤の確立等（５２億円）

○強固なワイヤレスブロードバンドを実現する電波有効利用の推進（３７億円）

復興・防災対策

○災害時の確実な情報伝達を実現するための技術に関する研究開発（３１億円）

成長による富の創出

警察庁

○信号情報提供による安全運転支援技術の確立（６５億円）

暮らしの安心・地域活性化

平成２４年度補正予算案（科学技術関係予算）の主な内訳（府省別）
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文部科学省

復興・防災対策

成長による富の創出

○大規模災害に対する防災・減災研究の推進（９６億円）

○先端技術を駆使した国土強靱化（１２０億円）

- 構造材料の信頼性向上による国土強靱化の推進（１１０億円）

- ソフト面から防災対策に貢献するための情報基盤等の整備（１０億円）

○原子力施設の安全対策強化等（１５７億円）

○産学協同の研究開発促進のための大学及び研究開発法人に対する出資（１，８００億円）

- 産学連携による実用化研究開発の推進(大学に対する出資事業)（１，２００億円）

- 産学官による実用化促進のための研究開発支援（ＪＳＴに対する出資事業）（６００億円）

○基礎研究力強化と世界 高水準の研究拠点育成（１０１億円）

○研究力を底上げする科学技術基盤の充実・強化（４００億円）

- イノベーション創出の基盤となる光・量子ビーム施設の整備・高度化（１８９億円）

- イノベーション創出に向けて産学官が利用できる共用施設・設備群の形成（９０億円）

- 「京」を中核とするＨＰＣＩ等の研究環境の整備（８４億円）

- 科学技術情報の流通力強化に向けた基盤整備（１７億円）

- 理化学研究所等における防災・老朽化対策のための施設整備（２０億円）

○ 先端の研究基盤の整備による大学の研究力強化（４６２億円）

平成２４年度補正予算案（科学技術関係予算）の主な内訳（府省別）
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文部科学省（つづき）

暮らしの安心・地域活性化

○科学技術イノベーションによる地域活性化と国際競争力の強化（６３０億円）

- 地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業（５００億円）

- 地域イノベーションを支える国立大学等の基盤的設備の整備（１３０億円）

○医療・創薬分野のイノベーション創出（３２３億円）

- ｉＰＳ細胞等を用いた再生医療を実現するための基盤整備（２１４億円）

- ライフイノベーションの加速のための施設・設備整備等（８２億円）

- 重粒子線がん治療技術の高度化及び施設等整備（２７億円）

○ITER(国際熱核融合実験炉)等の次世代エネルギー技術開発（３９３億円）

- ＩＴＥＲ（国際熱核融合実験炉）計画の実施等（１６６億円）

- 「日本の強み」を活かした部素材開発の強化（１６５億円）

- 革新的アプローチでグリーン部素材を創出する研究拠点の形成（３３億円）

- 新たな水素製造技術開発に必要な設備整備（２０億円）

- 戦略的創造研究推進事業（先端的低炭素化技術開発）（９億円）

○宇宙・海洋フロンティアの更なる開拓（５９９億円）

- 陸域観測技術衛星２号(ＡＬＯＳ－２)の開発等の加速（２２９億円）

- 海洋資源調査研究能力の抜本的強化（１２２億円）

- 海洋立国のための科学技術基盤の強化（２１３億円）

- 南極地域観測態勢の強化（３４億円）

平成２４年度補正予算案（科学技術関係予算）の主な内訳（府省別）



5

厚生労働省

○医薬品・医療機器開発等に関する基盤整備（５８億円）

- 臨床研究中核病院等の整備（３３億円）

- 肝炎研究推進のための臨床研究基盤体制の整備（１３億円）

- 創薬支援機能の強化のための研究設備の整備（１２億円）

○官民協働の資金拠出による国内製薬産業の海外進出支援（７億円）

- 開発途上国向け医薬品開発の促進（７億円）

○世界 先端の医療の実用化に向けた基盤整備（２２億円）

- 再生医療の臨床応用に向けた人材育成（２２億円）

農林水産省

○独立行政法人施設整備（２０１億円の内数）

成長による富の創出

復興・防災対策

○機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト（２０億円）

成長による富の創出

平成２４年度補正予算案（科学技術関係予算）の主な内訳（府省別）
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経済産業省

○放射性物質研究拠点施設等整備事業（８５０億円）

○戦略産業の研究開発拠点等の整備（独法施設整備費補助金）（３５０億円）

○ベンチャー企業への実用化助成事業（１００億円）

○小型地球観測衛星網の研究開発（８９億円）

○燃料電池自動車のための水素供給インフラ用大型水素容器の試験設備整備事業（２９億円）

○高温超電導直流送電システムの実証研究（２５億円）

○地域新産業創出基盤強化事業（２０億円）

○海底熱水鉱床採掘技術開発等調査事業（１６億円）

○太陽光発電無線送受電技術の研究開発（１０億円）

○ｉＰＳ細胞等自動培養装置開発加速事業（６億円）

○グローバル認証基盤整備事業（５億円）

○レアメタル・レアアース等の代替材料・高純度化技術開発（３億円）

成長による富の創出

復興・防災対策

○サイバー攻撃の被害拡大に対する緊急対策事業（８億円）

平成２４年度補正予算案（科学技術関係予算）の主な内訳（府省別）
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環境省

○福島県環境創造センター（仮称）整備事業（１１３億円）＜復興庁一括計上分＞

復興・防災対策

○いぶき（GOSAT）観測体制強化及びいぶき後継機開発体制整備（１９億円）

国土交通省

○道路ストックの老朽化対策のための技術研究開発（道路整備費の内数）

○社会資本の戦略的維持管理システムの構築に向けた取組（４．５億円）

復興・防災対策

○交通分野におけるエネルギー・環境問題への対応（１．９億円）

○海洋資源開発の推進のための調査研究（７億円）

成長による富の創出

成長による富の創出

平成２４年度補正予算案（科学技術関係予算）の主な内訳（府省別）
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科学技術関係予算の総額

（11,124）（11,832） （12,298） （12,841） （13,170）（13,312） （13,477）

２０年度

35,708

40,447

（13,628）

１９年度

うち 科学技術振興費

42,405

（13,777）

35,639

２１年度

4,297
2,400

50,463

10,970

50,000

２２年度

（13,334）

35,890

3,853

42,444
4,576

36,647

２３年度

（13,352）

２４年度

1,978

第４期

36,926

（13,135）

5,832

4,480
46,959 4,404

51,521

（参考）科学技術関係予算の推移

当初予算 補正予算 地方公共団体分

第２期（13～17年度）第１期（8～12年度）
基本計画での投資規模：17兆円
実際の予算額：17.6兆円

基本計画での投資規模：24兆円
実際の予算額：21.1兆円

第３期（18～22年度）
基本計画での投資規模：25兆円
実際の予算額：21.7兆円

うち科学技術振興費

（注１）科学技術振興費に関しては、当初予算額で記載している。
（注２）平成２４年度の地方公共団体分は、２５年２月時点の速報値で記載している。

第４期（23～27年度）

基本計画での投資規模
25兆円

5,076

6,081
4,899

3,238 4,475
41

4,453
305

4,250
375

4,206
1,451

4,160
1,175

10,191
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