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緊急経済対策に基づく大型補正予算が成立！－2012 年度補正予算のポイント－
2 月 26 日、政権与党として 4 年ぶりに編成した 2012 年度補正予算が成立しました。補正予算
では、総額 13 兆 1,054 億円のうち「日本再生に向けた緊急経済対策」として 10 兆 2,815 億円を
計上、ここでは、分野別に、ポイントとなる主な補助事業等をご紹介します。
【再生可能エネルギー・省エネ振興策】

【「攻めの農林水産業」に 1 兆 39 億円】

◆住宅・建築物省エネ改修等緊急推進事業（国交省）
50 億円／対象者：建築主等／対象経費：省エネ改修
工事費・バリアフリー改修工事費等／補助率：1/3
◆スマートマンション導入加速化推進事業（経産
省）130.5 億円／対象者：MEMS 導入者／対象経費：
MEMS 機器及び工事費／補助率：1/3
◆次世代自動車充電インフラ整備促進事業（経産
省）1,005 億円／対象者：自治体、法人、個人／対
象経費：充電器本体及び工事費／補助率：1/2・2/3
◆円高・エネルギー制約対策のための先端設備等投
資促進事業（経産省）2,000 億円／対象者：事業者
補助率：中小企業：最大 1/2、大企業：最大 1/3

◆6 次産業化推進事業（大規模加工施設・機械整備、
新商品開発・販路開拓等支援）40 億円／対象者：民
間団体等／補助率：定額・1/2・2/3
◆新規就農・経営継承総合支援事業（所得確保のた
めの給付金、農業法人の研修等支援）99 億円／対
象：都道府県、市町村、民間団体／補助率：定額
◆強い林業・木材産業構築緊急対策（原木の需給情
報ｼｽﾃﾑ整備､金融対策等）915 億円／対象：地方公共
団体、森林組合、民間事業体等／補助率：定額・1/2
◆漁業構造改革総合対策事業（高性能漁船と漁獲物
高付加価値化導入等により収益性等を高める取組
を支援）50 億円／対象：民間団体／補助率：定額

【中小･小規模事業者 緊急経済対策 5,434 億円】

【教育・研究開発等に 9,537 億円】

◆ものづくり補助金（試作開発・設備投資等を支援） ◆国公立私立学校施設の耐震化・老朽化対策 3,272
1,007 億円／対象者：中小企業・小規模事業者／対
億円／公立学校施設 1,884 億円・国立大学等 1,235
ｚ！
象経費：原材料費、設備導入費等／補助率：2/3
億円、私立学校（専修学校含む）153 億円
◆地域商店街活性化事業（商店街マップ作成、継続 ◆理科教育設備の整備（顕微鏡､天体望遠鏡等特に
的な活性化が期待できるイベント開催等）100 億円
重点的に整備すべき品目の整備を支援）100 億円／
／対象者：商店街振興組合等／補助率：定額
対象者：地方公共団体､学校法人／補助率：1/2
◆地域自立型買い物弱者対策支援事業（地域交流ｽ
◆「心のノート」活用推進事業 7 億円／道徳的価値
ﾍﾟｰｽを併設したﾐﾆ店舗・中山間地巡回販売・宅配等） を自ら考えるきっかけとし、理解を深めるための冊
10 億円／対象者：民間事業者・NPO 等／補助率：2/3 子として、全国の小・中学校の全児童生徒に配布
◆消費税転嫁対策窓口相談等事業 42.1 億円／全国
◆ライフイノベーションの加速のための施設・設備
商工会連合会等が行う消費税引上に関する講習会
整備等（ゲノム情報に基づくオーダーメイド医療の
開催､相談窓口設置､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等配布を定額補助
実現、創薬支援体制の構築を目指す）82 億円

【厚労省補正 3 兆 2,198 億円のうち復興・防災対策】

【雇用・人材育成・子育て支援】

◆医療施設耐震化基金の積み増し 406 億円／対象
者：二次救急医療機関のうち特に耐震性の低い病院
／補助率：国 1/2、県 1/2 以内、事業主 1/2 以内
◆地域医療再生臨時特例交付金の拡充（都道府県に
設置された基金の拡充、災害時の医療・医師の確保
事業、在宅医療推進事業）500 億円
◆水道施設の耐震化・老朽化対策 278 億円／簡易
水道施設は計画給水人口 101 人以上 5,000 人以下、
水道水源開発は 5,001 人以上／補助率：定額･2/3 等
◆社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の延長・積
み増し 97 億円／対象：社会福祉法人・公益法人等
補助率：防災対策の強化は 1/2、被災地設備は定額

◆若年者への人材育成推進 600 億円／事業者に対し
て訓練奨励金：1 人月額 15 万円・正規雇用奨励金 1
年・2 年定着後各 50 万円､地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ拡充
◆地域の雇用創出（「起業支援型地域雇用創造事業
(仮称)」創設）1,000 億円／失業者を正規雇用し継
続して雇用する場合、事業者に一時金 30 万円/人
◆待機児童解消のための保育士確保 438 億円／保
育従事者資格取得支援：受講料 1/2 補助、保育士処
遇改善目的の上乗せ相当額を私立保育所に交付等
◆保育や地域の子育て支援の充実等 118 億円／認定
こども園事業費等を乳児 35,000 円増額等／一時預
かり事業機能強化：休日等･時間延長による開所等

福井県関係公共事業予算（2012 年度補正予算－2 月 26 日成立－）
福井県においては、国交省関係の補助事業に 284 億 4,200 万円、農業関係に 47 億 4,700 万円、
林野公共事業に 16 億 6,800 万円、水産基盤整備事業等に 1 億 6,000 万円、学校施設整備関係に
11 億 3,633 万円等が決定しました。以下に直轄事業を含む主な事業を掲載します。
＜河川・ダム事業＞
九頭竜川 河川改修・維持

＜社会資本整備総合交付金（国交省）＞
15 億 8,000 万円

北川 河川改修・維持

7 億 4,600 万円

九頭竜川 堰堤維持事業

1 億 4,800 万円

九頭竜・真名川ダム・鳴鹿大堰
合計
＜道路事業＞

道路付属物等の点検

主な計画：社会基盤の計画的な保全による安全で安心
な暮らしと環境を支える地域づくり(全県)49 億 482 万
円、福井県地域住宅等整備計画(全県)11 億 5,196 万円

81 億 3,000 万円

合計

2 億 8,676 万円

136 億 6,160 万円

＜農林水産事業＞

勝山市：
「小さくてもキラリと光る
750 万円
誇りと活力に満ちたふるさと勝山」
推進計画
福井市：安心・安全で活力あるふく
4,180 万円
いまちづくり計画
大野市：越前おおの自然・城下町の 1 億 1,900 万円
交流基盤整備推進計画
越前市：元気な自立都市”越前”を
2,500 万円
支える「連携・交流のネットワーク」
推進計画
鯖江市：ＳＡＢＡＥブランドの創造
4,300 万円
による都会にはない鯖江ならでは
のまちづくり計画
合計
86 億 5,306 万円
＜港湾事業＞
福井海岸 海岸事業

8 億 1,000 万円

敦賀港 港湾整備事業

6 億 8,600 万円
14 億 9,600 万円

＜鉄道事業＞
えちぜん鉄道 緊急老朽化対策

39 億 5,756 万円

主な計画：成長基盤の強化に向け嶺北地域のにぎわい
交流を促進する地域づくり(県･7 市･4 町)6 億 7,833
万円、鯖江中央地区都市再生整備計画 1 億 7,472 万円

道整備交付金（市町村道）

合計

97 億 404 万円

社会資本整備総合交付金(17 計画)
24 億 7,400 万円

国道の改築・維持管理等

防災・安全交付金（全 20 計画）

2,200 万円

「社会福祉施設等施設整備費補助金」
（厚労省）の箇所付けは、3 月中旬以降に公
表予定。公表次第、山本拓 HP に掲載します。
■実施主体：都道府県・指定都市・中核市
■補助事業者：社会福祉法人、医療法人等
■負担割合：国 1/2､実施主体 1/4､施設設置者 1/4
■対象事業：障害児入所施設、児童発達支援ｾﾝﾀｰ、
身体障害者社会参加支援施設等
等

九頭竜川下流 かんがい排水事業

11 億 6,500 万円

農業基盤整備促進事業等補助事業

12 億 8,900 万円

以下内訳：実施市町が 2 つ以上ある場合は両方に計上
●あわら市 1 億 7,300 万円 ●越前市 1 億 700 万円
●勝山市 4,000 万円 ●坂井市 4 億 3,400 万円 ●鯖
江市 3 億 7,800 万円 ●福井市 3 億 9,800 万円 ●高
浜町 1 億円 ●おおい町 200 万円
農山漁村地域整備交付金

22 億 9,300 万円

合計

47 億 4,700 万円

復旧治山･防災林造成事業等補助事業

16 億 6,800 万円

●福井県 6 億 6,200 万円 ●あわら市 1,700 万円 ●越

前市 8,000 万円 ●大野市 4 億 7,300 万円 ●勝山市
7,600 万円 ●坂井市 2,400 万円 ●鯖江市 400 万円
●池田町 3,900 万円 ●福井市 8,700 万円 ●永平寺町
800 万円 ●小浜 5,100 万円 ●南越前町 500 万円 ●越
前町 600 万円 ●美浜町 3,200 万円 ●高浜町 7,200 万
円 ●おおい町 400 万円 ●若狭町 2,800 万円
若狭湾 水産環境整備事業

1 億 6,000 万円

＜学校施設整備費＞
公立学校施設整備費負担金
●坂井市 2,081 万円

7,104 万円

●鯖江市 5,023 万円

学校施設環境改善交付金 10 億 6,529 万円
●あわら市 1 億 3,979 万円

●越前市 6,868 万円
8,096 万円 ●勝山市 805 万円 ●坂井市 3
億 8,243 万円 ●鯖江市 1 億 3,713 万円 ●福井市
2,343 万円 ●永平寺町 3,218 万円 ●小浜市 1 億
1,318 万円 ●越前町 4,403 万円 ●高浜町 3,543 万円
●大野市

合計

11 億 3,633 万円

