子どもを持つ保護者の皆様へ
35人以下学級の推進
◆昨年度の小１に引き続き小２の少人数学級を着実に推進
◆昨年度の小１に引き続き小２の少人数学級を着実に推進

義務教育費国庫負担金
義務教育費国庫負担金 1兆5,597億円
1兆5,597億円
◇教職員定数改善
3,800人
◇教職員定数改善 3,800人
・35人以下学級の更なる推進(小２の36人以上学級の解消)
・35人以下学級の更なる推進(小２の36人以上学級の解消) 900人
900人
・学習支援が真に必要な児童生徒への支援の充実
1,900人
・学習支援が真に必要な児童生徒への支援の充実
1,900人
・被災した児童生徒の学習支援
1,000人
・被災した児童生徒の学習支援
1,000人

保護者の教育費負担軽減
◆私立の幼稚園就園奨励費補助単価引上げ（3,000円増）
◆私立の幼稚園就園奨励費補助単価引上げ（3,000円増）
・幼稚園就園奨励費補助
・幼稚園就園奨励費補助

216億円(4億円増)
216億円(4億円増)

◆幼稚園での預かり保育の拡充など私立学校への支援の充実
◆幼稚園での預かり保育の拡充など私立学校への支援の充実
・私立高等学校等経常費助成費等補助
・私立高等学校等経常費助成費等補助 1,005億円(3億円増)
1,005億円(3億円増)
※防災教育、幼稚園における預かり保育等の充実
※防災教育、幼稚園における預かり保育等の充実

◆特別支援学校等の在籍児童生徒の通学費、教科用図書購入費等就学
◆特別支援学校等の在籍児童生徒の通学費、教科用図書購入費等就学
に必要な経費を援助
に必要な経費を援助
・特別支援教育就学奨励費負担等
・特別支援教育就学奨励費負担等 78億円(3億円増)
78億円(3億円増)

◆高校無償化を継続。都道府県に設置されている高校生修学支援基金
◆高校無償化を継続。都道府県に設置されている高校生修学支援基金
を活用した経済的困窮者等に対する支援
を活用した経済的困窮者等に対する支援
・公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金
※ 3,960億円
・公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金
※ 3,960億円
※年額118,800円を上限とするが、低所得世帯については、所得に応じて59,400円～118,800円を加算して支給

※年額118,800円を上限とするが、低所得世帯については、所得に応じて59,400円～118,800円を加算して支給

・
・ ｢高校生修学支援基金｣の活用にあたっては、返還免除制度等の整備を条件
｢高校生修学支援基金｣の活用にあたっては、返還免除制度等の整備を条件
とするなどの制度改正を行い、低所得世帯や特定扶養控除見直しによる負担
とするなどの制度改正を行い、低所得世帯や特定扶養控除見直しによる負担
増に対応
増に対応

◆学ぶ意欲と能力のある学生が経済的理由により学業を断念すること
◆学ぶ意欲と能力のある学生が経済的理由により学業を断念すること
のないよう、低所得世帯(年収300万円以下）の学生等を対象とし、
のないよう、低所得世帯(年収300万円以下）の学生等を対象とし、
奨学金の貸与を受けた本人が、卒業後に一定の収入を得るまでの間
奨学金の貸与を受けた本人が、卒業後に一定の収入を得るまでの間
は返還期限を猶予する｢所得連動返済型の無利子奨学金制度(仮称)｣
は返還期限を猶予する｢所得連動返済型の無利子奨学金制度(仮称)｣
を新設するなど学生支援を充実
を新設するなど学生支援を充実
◆無利子奨学金の新規貸与者は制度創設(昭和18年)以来最大級の増員
◆無利子奨学金の新規貸与者は制度創設(昭和18年)以来最大級の増員
・大学等奨学金事業の充実
・大学等奨学金事業の充実

事業費総額
事業費総額 1兆1,263億円(482億円増)
1兆1,263億円(482億円増)

◇貸与人員133.9万人(6.7万人増)
◇貸与人員133.9万人(6.7万人増)
無利子
無利子 38.3万人(2.5万人増〈うち新規1.5万人増〉)
38.3万人(2.5万人増〈うち新規1.5万人増〉)
〔被災学生等8千人(うち新規
〔被災学生等8千人(うち新規6.5千人)を含む〕
6.5千人)を含む〕
有利子
有利子 95.6万人(4.2万人増)
95.6万人(4.2万人増)

・授業料減免等の拡大
・授業料減免等の拡大

386億円(112億円増)
386億円(112億円増)

◇国
◇国立立大
大学学 約0.8万人増
約0.8万人増 平成23年度:約4.2万人→平成24年度:約5.0万人
平成23年度:約4.2万人→平成24年度:約5.0万人
◇私
立
大
学
約2.1万人増
平成23年度:約3.3万人→平成24年度:約5.4万人
◇私 立 大 学 約2.1万人増 平成23年度:約3.3万人→平成24年度:約5.4万人

子どもたちが安心して学べる環境の整備
◆子どもの安全を確保するため学校施設の耐震化等を推進
◆子どもの安全を確保するため学校施設の耐震化等を推進
・地方公共団体の事業計画に対応
・地方公共団体の事業計画に対応
・公立学校施設の耐震化等の推進
・公立学校施設の耐震化等の推進 1,246億円
1,246億円

◆グローバル人材を育成するため高校生の留学を促進
◆グローバル人材を育成するため高校生の留学を促進
・留学経費支援
・留学経費支援 平成23年度:50人→平成24年度:300人
平成23年度:50人→平成24年度:300人

大学関係者の皆様へ
大学関係予算の充実
大学関係予算を拡充し、『大学改革』を推進
◆国立大学関係
◆国立大学関係
○国立大学法人運営費交付金
○国立大学法人運営費交付金

1兆1,604億円(
1兆1,604億円( 19億円増)
19億円増)
1兆1,423億円
1兆1,423億円

◇学術フロンティアを促進するための基盤整備
◇学術フロンティアを促進するための基盤整備 202億円（新規）
202億円（新規） など
など
◇授業料減免等の拡大
約0.8万人増
平成23年度:約4.2万人→平成24年度:約5.0万人
◇授業料減免等の拡大 約0.8万人増 平成23年度:約4.2万人→平成24年度:約5.0万人

○国立大学改革強化推進事業【新規】
○国立大学改革強化推進事業【新規】

138億円
138億円

◇国立大学の改革強化を推進する新たな補助金を創設
◇国立大学の改革強化を推進する新たな補助金を創設

○教育研究力強化基盤整備費
○教育研究力強化基盤整備費

43億円
43億円

◇新たな社会ニーズに対応した教育研究組織の整備に係る基盤整備を重点的に支援
◇新たな社会ニーズに対応した教育研究組織の整備に係る基盤整備を重点的に支援

◆私立大学関係
◆私立大学関係
○私立大学等経常費補助
○私立大学等経常費補助

3,512億円(146億円増)
3,512億円(146億円増)
3,263億円
3,263億円

◇私立大学等の質の高い教育研究活動を支援するとともに、
◇私立大学等の質の高い教育研究活動を支援するとともに、
被災地にある大学の安定的教育環境の整備や授業料減免等への支援を充実。
被災地にある大学の安定的教育環境の整備や授業料減免等への支援を充実。
授業料減免等の拡大
授業料減免等の拡大約2.1万人増（平成23年度:約3.3万人→平成24年度:約5.4万人）
約2.1万人増（平成23年度:約3.3万人→平成24年度:約5.4万人）

○私立学校施設・設備の整備の推進
○私立学校施設・設備の整備の推進

218億円
218億円

◇私立大学等の耐震補強等の施設・設備整備を支援（「私立学校施設防災機能強化集中支
◇私立大学等の耐震補強等の施設・設備整備を支援（「私立学校施設防災機能強化集中支
援プラン」による継続的な支援）
〔他に財政融資資金
援プラン」による継続的な支援）
〔他に財政融資資金545億円(238億円増)〕
545億円(238億円増)〕

○私立大学教育研究活性化設備整備事業【新規】
○私立大学教育研究活性化設備整備事業【新規】

31億円
31億円

◇建学の精神を踏まえた私立大学の取組を、設備整備を通じ支援する新たな補助金を創設
◇建学の精神を踏まえた私立大学の取組を、設備整備を通じ支援する新たな補助金を創設

◆国公私立大学を通じた大学教育改革支援の充実等
◆国公私立大学を通じた大学教育改革支援の充実等
575億円(79億円増)
575億円(79億円増)
◇博士課程教育リーディングプログラム
◇博士課程教育リーディングプログラム
◇卓越した大学院拠点形成支援補助金
◇卓越した大学院拠点形成支援補助金
◇グローバル人材育成推進事業
◇グローバル人材育成推進事業
◇大学の世界展開力強化事業
◇大学の世界展開力強化事業
◇大学間連携共同教育推進事業
◇大学間連携共同教育推進事業

◆科学研究費助成事業
◆科学研究費助成事業

116億円(77億円増)
116億円(77億円増)
80億円(新
規)
80億円(新
規)
50億円(新
規)
50億円(新
規)
27億円(
27億円(5億円増)
5億円増)
30億円(新
規)
30億円(新
規)

24年度助成見込額：2,307億円(103億円増)
24年度助成見込額：2,307億円(103億円増)

◇平成24年度は、新たに「基盤研究(Ｂ)」及び「若手研究(Ａ)」に基金化を導入(研究費
◇平成24年度は、新たに「基盤研究(Ｂ)」及び「若手研究(Ａ)」に基金化を導入(研究費
総額のうち500万円以下)
総額のうち500万円以下)

世界に雄飛する人材の育成
◆世界に雄飛する人材を育成するため学生の海外派遣者数を拡充
◆世界に雄飛する人材を育成するため学生の海外派遣者数を拡充
◇日本人学生の海外派遣〈長期(1年以上)〉
◇日本人学生の海外派遣〈長期(1年以上)〉 100人→
100人→ 200人(
200人( 100人増)
100人増)
〈短期(3ヵ月～1年)〉760人→2,280人(1,520人増)
〈短期(3ヵ月～1年)〉760人→2,280人(1,520人増)

国立大学施設の整備
◆喫緊の課題である施設の耐震化や最先端研究基盤整備等に対応する
◆喫緊の課題である施設の耐震化や最先端研究基盤整備等に対応する
国立大学法人施設整備費について大幅拡充
国立大学法人施設整備費について大幅拡充
・国立大学法人等施設の整備
・国立大学法人等施設の整備

915億円(478億円増)
915億円(478億円増)
〔他に財政融資資金
〔他に財政融資資金 418億円(△5億円増)〕
418億円(△5億円増)〕

学 生 の 皆 様 へ
学生が安心して学べる環境の実現
◆学ぶ意欲と能力のある学生が経済的理由により学業を断念すること
◆学ぶ意欲と能力のある学生が経済的理由により学業を断念すること
のないよう、低所得世帯(年収300万円以下）の学生等を対象とし、
のないよう、低所得世帯(年収300万円以下）の学生等を対象とし、
奨学金の貸与を受けた本人が、卒業後に一定の収入を得るまでの間
奨学金の貸与を受けた本人が、卒業後に一定の収入を得るまでの間
は返還期限を猶予する｢所得連動返済型の無利子奨学金制度(仮称)｣
は返還期限を猶予する｢所得連動返済型の無利子奨学金制度(仮称)｣
を新設するなど学生支援を充実
を新設するなど学生支援を充実
◆無利子奨学金の新規貸与者は制度創設(昭和18年)以来最大級の増員
◆無利子奨学金の新規貸与者は制度創設(昭和18年)以来最大級の増員
・大学等奨学金事業の充実
・大学等奨学金事業の充実

事業費総額
事業費総額 1兆1,263億円(482億円増)
1兆1,263億円(482億円増)

◇貸与人員133.9万人(6.7万人増)
◇貸与人員133.9万人(6.7万人増)
無利子
無利子 38.3万人(2.5万人増〈うち新規1.5万人増〉)
38.3万人(2.5万人増〈うち新規1.5万人増〉)
〔被災学生等8千人(うち新規 6.5千人)を含む〕
〔被災学生等8千人(うち新規 6.5千人)を含む〕
有利子
95.6万人(4.2万人増)
有利子 95.6万人(4.2万人増)

・授業料減免等の拡大
・授業料減免等の拡大

386億円(112億円増)
386億円(112億円増)

◇国
◇国立立大
大学学 約0.8万人増
約0.8万人増 平成23年度:約4.2万人→平成24年度:約5.0万人
平成23年度:約4.2万人→平成24年度:約5.0万人
◇私
立
大
学
約2.1万人増
平成23年度:約3.3万人→平成24年度:約5.4万人
◇私 立 大 学 約2.1万人増 平成23年度:約3.3万人→平成24年度:約5.4万人

世界に雄飛する人材の育成
◆世界に雄飛する人材を育成するため学生の海外派遣者数を拡充
◆世界に雄飛する人材を育成するため学生の海外派遣者数を拡充

・留学生短期受入れと日本人学生の海外派遣を一体とした交流事業（派遣）
・留学生短期受入れと日本人学生の海外派遣を一体とした交流事業（派遣）
21億円
21億円
《長期派遣(1年以上)
：100人
→
200人(
100人増)》
《長期派遣(1年以上)
：100人 →
200人( 100人増)》
《短期派遣(3ヵ月～1年)：760人
→
2,280人(1,520人増)》
《短期派遣(3ヵ月～1年)：760人 → 2,280人(1,520人増)》

研究に携わる皆様へ
基礎研究の振興
◆科学研究費助成事業(科研費)
◆科学研究費助成事業(科研費) 24年度助成見込額:2,307億円(103億円増)
24年度助成見込額:2,307億円(103億円増)

○人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までの
○人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までの
あらゆる学術研究を支援
あらゆる学術研究を支援
○平成24年度は、新たに「基盤研究(Ｂ)」及び「若手研究(Ａ)」に基金化を導入
○平成24年度は、新たに「基盤研究(Ｂ)」及び「若手研究(Ａ)」に基金化を導入
(研究費総額のうち500万円以下)。これにより、基金対象種目は５種目に拡大し、
(研究費総額のうち500万円以下)。これにより、基金対象種目は５種目に拡大し、
新規採択の９割近くを占める
新規採択の９割近くを占める

◆世界トップレベル研究拠点プログラム(ＷＰＩ)
◆世界トップレベル研究拠点プログラム(ＷＰＩ)

89億円(
89億円( 8億円増)
8億円増)

○既存６拠点に加え、焦点を絞った研究領域で世界随一に躍り出る新たな３拠点
○既存６拠点に加え、焦点を絞った研究領域で世界随一に躍り出る新たな３拠点
を公募
を公募

研究基盤の整備等
◆最先端大型量子ビーム施設の整備・共用
◆最先端大型量子ビーム施設の整備・共用

320億円(
320億円( 21億円増)
21億円増)

○大型放射光施設(SPring-8)、X線自由電子レーザー施設(SACLA)、大強度陽子
○大型放射光施設(SPring-8)、X線自由電子レーザー施設(SACLA)、大強度陽子
加速器施設(J-PARC)について、共用の促進・成果の創出を図る
加速器施設(J-PARC)について、共用の促進・成果の創出を図る
○SACLA及びJ-PARCともに平成23年度内に共用開始予定
○SACLA及びJ-PARCともに平成23年度内に共用開始予定

◆革新的ハイパフォーマンス･コンピューティング･インフラ(HPCI)の
◆革新的ハイパフォーマンス･コンピューティング･インフラ(HPCI)の
構築
199億円(△
構築
199億円(△ 12億円)
12億円)
○運用経費等の精査により効率化を図りつつ、京速コンピュータ「京」を中核と
○運用経費等の精査により効率化を図りつつ、京速コンピュータ「京」を中核と
した、利用者ニーズに応える革新的な計算環境を実現するインフラの構築及び
した、利用者ニーズに応える革新的な計算環境を実現するインフラの構築及び
利用推進（平成24年秋共用開始予定）
利用推進（平成24年秋共用開始予定）

◆新｢明日に架ける橋｣プロジェクト
◆新｢明日に架ける橋｣プロジェクト

198億円(
198億円( 5億円増)
5億円増)

○産学官に金融機関等を加えた｢産･学･官･金｣の連携の下、共同研究開発や民間
○産学官に金融機関等を加えた｢産･学･官･金｣の連携の下、共同研究開発や民間
の事業化ノウハウを活用した大学発ベンチャーの創出支援等を通じ｢死の谷｣
の事業化ノウハウを活用した大学発ベンチャーの創出支援等を通じ｢死の谷｣
を克服
を克服

世界に雄飛する人材の育成
◆グローバルに活躍する若手研究人材の育成
◆グローバルに活躍する若手研究人材の育成

430億円(
430億円( 12億円増)
12億円増)

○新たなフロンティアを拓き、グローバルに活躍する研究人材を育成するため、
○新たなフロンティアを拓き、グローバルに活躍する研究人材を育成するため、
若手研究者の海外派遣・交流や環境整備を図るとともに、次代の研究を担う人
若手研究者の海外派遣・交流や環境整備を図るとともに、次代の研究を担う人
材の育成を推進
材の育成を推進

頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣事業
頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣事業 20億円(3億円増)
20億円(3億円増)96件→124件
96件→124件
海外特別研究員事業
22億円(3億円増)
486人→501人
海外特別研究員事業
22億円(3億円増) 486人→501人
テニュアトラック普及・定着事業
75億円(△6億円)
テニュアトラック普及・定着事業
75億円(△6億円)新規分135人→165人
新規分135人→165人
※テニュアトラック制:公正に選抜された若手研究者が、安定的な職を得る前に自立的研究環境で経験を積む仕組み
※テニュアトラック制:公正に選抜された若手研究者が、安定的な職を得る前に自立的研究環境で経験を積む仕組み

特別研究員事業
特別研究員事業
ポストドクター・キャリア開発事業
ポストドクター・キャリア開発事業
スーパーサイエンスハイスクール支援事業
スーパーサイエンスハイスクール支援事業

181億円(1億円増)
181億円(1億円増)PD1,385人→1,420人
PD1,385人→1,420人
21億円(2億円増)
6件→12件
21億円(2億円増) 6件→12件
28億円(3億円増)
28億円(3億円増)145校→178校
145校→178校

スポーツ関係者の皆様へ
スポーツ関係予算の充実
◆スポーツ基本法制定後、初の予算として過去最高の２３８億円を確保
◆スポーツ基本法制定後、初の予算として過去最高の２３８億円を確保
平成２４年度予定額
平成２４年度予定額 238億円(対前年度10億円(4.4%)増）
238億円(対前年度10億円(4.4%)増）

新たなスポーツ文化創造プロジェクトによる日本再生
◆メダル獲得が期待される競技に対する多面的に支援するとともに、
◆メダル獲得が期待される競技に対する多面的に支援するとともに、
女性アスリートを戦略的にサポート
女性アスリートを戦略的にサポート
◇マルチサポートによるメダル獲得プロジェクト
◇マルチサポートによるメダル獲得プロジェクト
(ターゲット競技:17競技)
(ターゲット競技:17競技)

27億円(新
27億円(新

規)
規)

◆メダル獲得の潜在力を有するアスリートを育成するシステムを構築
◆メダル獲得の潜在力を有するアスリートを育成するシステムを構築
◇メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業
◇メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業
(特別強化･育成事業:8団体)
(特別強化･育成事業:8団体)

5億円(新
5億円(新

規)
規)

◆障害者・幼児・高齢者が安全かつ公正な環境の下でスポーツに取り
◆障害者・幼児・高齢者が安全かつ公正な環境の下でスポーツに取り
組める体制を整備
組める体制を整備
◇障害者等スポーツ活動重点推進プロジェクト
◇障害者等スポーツ活動重点推進プロジェクト

3億円(新
3億円(新

規)
規)

スポーツ基本法の着実な推進
◆トップアスリートを活用した地域のジュニアアスリートの指導など
◆トップアスリートを活用した地域のジュニアアスリートの指導など
による地域スポーツとトップスポーツの好循環を実現
による地域スポーツとトップスポーツの好循環を実現
◇地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト
◇地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト

◆スポーツ庁の在り方に関する調査研究事業
◆スポーツ庁の在り方に関する調査研究事業

6億円(0.1億円増)
6億円(0.1億円増)
0.1億円(新
0.1億円(新

規)
規)

文化芸術関係者の皆様へ
文化芸術関係予算の充実
◆平成14年度以来の高い伸び率により過去最高の1,056億円を確保
◆平成14年度以来の高い伸び率により過去最高の1,056億円を確保

平成24年度予定額
平成24年度予定額 1,056億円（対前年度25億円（2.4％）増）
1,056億円（対前年度25億円（2.4％）増）
〈1,074億円（対前年度43億円（4.2％）増〉
〈1,074億円（対前年度43億円（4.2％）増〉
※〈
※〈 〉書きは復興交付金18億円を含む
〉書きは復興交付金18億円を含む

文化芸術創造活動への効果的な支援
◆地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ
◆地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ

32億円（新
32億円（新

規）
規）

・地域の創意に基づく文化芸術の創造発信事業への総合的な支援を通じ、各地
・地域の創意に基づく文化芸術の創造発信事業への総合的な支援を通じ、各地
域の特性を活かして地域の発信力を高めるとともに、地域文化の再生やコ
域の特性を活かして地域の発信力を高めるとともに、地域文化の再生やコ
ミュニティの再構築など、文化芸術のちからによる地域活性化を実現
ミュニティの再構築など、文化芸術のちからによる地域活性化を実現

◆日本版アーツカウンシル試行的導入の分野拡充
◆日本版アーツカウンシル試行的導入の分野拡充 0.9億円(0.3億円増)
0.9億円(0.3億円増)
・文化芸術活動への効果的な支援のため、専門家による審査、事後評価、調査
・文化芸術活動への効果的な支援のため、専門家による審査、事後評価、調査
研究等の仕組みを一層充実〈対象分野２分野→４分野）
研究等の仕組みを一層充実〈対象分野２分野→４分野）

かけがえのない文化財の保存・活用及び継承等
◆文化財の保存修理・防災対策等の充実
◆文化財の保存修理・防災対策等の充実

131億円(14億円増)
131億円(14億円増)

・文化財の種別や特性に応じた適切な周期による計画的な保存修理の実施や、
・文化財の種別や特性に応じた適切な周期による計画的な保存修理の実施や、
これらの文化財を災害等から護る防災・防犯設備整備など防災対策の充実に
これらの文化財を災害等から護る防災・防犯設備整備など防災対策の充実に
より、適切な状態で文化財を保存・継承
より、適切な状態で文化財を保存・継承

◆文化財の復元整備・活用・継承等の推進
◆文化財の復元整備・活用・継承等の推進 326億円(
326億円( 6億円増)
6億円増)

・国宝・重要文化財や史跡等を適切な保存、活用のため、その保存整備や買上
・国宝・重要文化財や史跡等を適切な保存、活用のため、その保存整備や買上
げ、国民の鑑賞・体験機会を一層充実
げ、国民の鑑賞・体験機会を一層充実
・地域に所在する文化財等について、国と地域の「たから」価値ある文化資源
・地域に所在する文化財等について、国と地域の「たから」価値ある文化資源
として観光振興・地域活性化に活用するなどの取組を推進
として観光振興・地域活性化に活用するなどの取組を推進

平成２４年度 専修・各種学校関係予算（案）主要事項

国家戦略としての人材養成プロジェクト等の推進
○ 成長分野等における中核的専門人材養成の
戦略的推進 【拡充】

4.8億円 （3.9億円増）

職業実践的な教育の質の向上・保証の仕組みや、社会人等の実践的な職業
能力を育成する効果的な学習体系の構築に向けたカリキュラム開発・達成度評
価等を実証。
【推進分野等】
環境・エネルギー、食・農林水産、医療・福祉・健康、クリエイティブ（デザイン、
ファッション等）、観光、ＩＴ（クラウド、ゲーム・ＣＧ等）、グローバル専門人材育成
など

0.9億円 （△0.1億円）

○ 専修学校留学生総合支援プラン
専門学校における留学生の受入れ拡大を図るため、地域における相談窓口等
の設置や、支援情報の提供、日本での就職に際し求められる能力の修得のため
の学習機会の整備、企業インターンシップの促進など、留学生の就職・生活支援
の取組みを総合的に進めるための体制を整備。

東日本大震災の復旧・復興に向けた支援
○ 東日本大震災からの復旧・復興を担う
専門人材育成支援事業

4.5億円 （ 新 規 ）

※ 復興特別会計
震災により大きく変化した被災地の人材ニーズに対応し、復旧・復興の即戦力
や次代を担う専門人材の育成及び地元への定着を図るため、専修学校や専門
高校などの教育機関と地域・産業界との連携による推進体制を整備し、被災地
以外の教育機関等による支援も含め、専門人材育成コース等の開発・実証・開
設や専修学校等の就職支援体制の充実強化。
（専修学校等における人材育成コース）
【分野】 再生可能エネルギー、食・農林水産、観光、介護等医療・福祉など
（専門高校における人材育成プログラム）
【分野】 農業、工業、商業、水産など

専修学校の教育基盤の整備
○ 私立専門学校、私立高等専修学校施設の
耐震化事業に対する補助
○ 私立専門学校における教育装置・情報設備等の
整備に対する補助

合

計

2億円 （ 新 規 ）
8.8億円 （△1億円）
21億円 （9.3億円増）

フロンティアへの挑戦について
平成２４年度予算案において、宇宙や海洋といった人類未踏の
フロンティアの開拓に向けて、総額２,１５１億円の予算を計上
（対前年度8億円増）

宇 宙 分 野 1,728億円（対前年度7億円減）
◆宇宙の利用が牽引する成長の実現
◆宇宙の利用が牽引する成長の実現 【352億円（357億円）】
【352億円（357億円）】

○陸域観測技術衛星２号(ALOS-2)の開発
○陸域観測技術衛星２号(ALOS-2)の開発（（※別途４次補正で10,228百万円を措置
※別途４次補正で10,228百万円を措置））
○グリーンイノベーションに貢献する地球観測衛星の整備
○グリーンイノベーションに貢献する地球観測衛星の整備
・水循環変動観測衛星(GCOM-W)
・水循環変動観測衛星(GCOM-W)
・気候変動観測衛星(GCOM-C)
など
・気候変動観測衛星(GCOM-C)
など
○小型固体ロケット(イプシロン）の開発
○小型固体ロケット(イプシロン）の開発

◆最先端科学・技術力の強化
◆最先端科学・技術力の強化 【643億円（675億円）】
【643億円（675億円）】
○小惑星探査機「はやぶさ２」の開発
○小惑星探査機「はやぶさ２」の開発

平成26年度の確実な打上げの実現を目指して取り組む
平成26年度の確実な打上げの実現を目指して取り組む

○最先端宇宙科学研究の推進
○最先端宇宙科学研究の推進
・Ｘ線天文衛星(ASTRO-H)
・Ｘ線天文衛星(ASTRO-H)
・水星探査計画(Bepi
・水星探査計画(Bepi Colombo)
Colombo)
○ロケット・衛星の信頼性向上のための取組
○ロケット・衛星の信頼性向上のための取組

◆宇宙外交の推進
◆宇宙外交の推進 【399億円（359億円）】
【399億円（359億円）】

○国際宇宙ステーションにおける日本実験棟「きぼう」の運用・科学研究等
○国際宇宙ステーションにおける日本実験棟「きぼう」の運用・科学研究等
○宇宙ステーション補給機「こうのとり(HTV)」の打上げ・運用
○宇宙ステーション補給機「こうのとり(HTV)」の打上げ・運用

海 洋 分 野 422億円（対前年度15億円増）
◆新規海洋資源の開拓
◆新規海洋資源の開拓 【27億円（24億円）】
【27億円（24億円）】

○我が国の排他的経済水域（ＥＥＺ）に存在する豊富な海洋資源の分布や埋蔵量等
○我が国の排他的経済水域（ＥＥＺ）に存在する豊富な海洋資源の分布や埋蔵量等
を把握し、その確保を図るための研究開発・技術開発を実施
を把握し、その確保を図るための研究開発・技術開発を実施
・無人探査機の開発
・無人探査機の開発
自律型無人探査機（ＡＵＶ）及び遠隔操作型無人探査機（ＲＯＶ）
自律型無人探査機（ＡＵＶ）及び遠隔操作型無人探査機（ＲＯＶ）

・掘削技術･探査センサーの開発、探査手法の研究
・掘削技術･探査センサーの開発、探査手法の研究

◆東北マリンサイエンス拠点の形成
◆東北マリンサイエンス拠点の形成 【15億円（新規）】
【15億円（新規）】
○漁業の早期復興等に向けた、東北沖の海洋生態系の調査研究
○漁業の早期復興等に向けた、東北沖の海洋生態系の調査研究
○新たな産業の創成につながる技術開発
○新たな産業の創成につながる技術開発

◆東北地方太平洋沖プレート境界調査
◆東北地方太平洋沖プレート境界調査 【10億円（新規）】
【10億円（新規）】

○今回の地震で大きく滑ったプレート境界面の摩擦特性の調査・分析
○今回の地震で大きく滑ったプレート境界面の摩擦特性の調査・分析

