交通政策ニュース

2017 年 12 月 25 日
私鉄総連総合政策局
12 月 22 日、政府は 2018 年度政府予算（当初予算）案と 2017 年度補正予算案
を閣議決定した。当初予算は一般会計総額が 97 兆 7128 億円と 2017 年度当初予
算を 2581 億円上回り、６年連続で過去最大を更新した。
歳出では「社会保障費」が、高齢化に伴って 2017 年度より 4997 億円増えて
過去最大の 32 兆 9732 億円。
「防衛費」は、北朝鮮による核・ミサイル開発に備
え、対応を強化するため過去最大の５兆 1911 億円を計上。「公共事業費」は今
年度とほぼ同じ５兆 9789 億円。また、地方自治体に配分する「地方交付税」は
今年度より 521 億円少ない 15 兆 5150 億円となった。
一方、歳入では、2017 年度を１兆 3670 億円上回る 59 兆 790 億円と、27 年ぶ
りの高い水準を見込んでいる。しかし、新たな借金となる国債の発行額も 33 兆
6922 億円と 2017 年度から 6776 億円減少したものの、依然として「歳入」全体
の 34.5％を占め、借金に頼る厳しい状況が続いている。
2018 年度国土交通省関係予算案の一般会計予算合計は５兆 8047 億円(対前年
度予算比 1.00 倍)。この内、公共事業関係費は、５兆 1828 億円(同 1.00 倍)、
非公共事業の経費は 6220 億円(同 1.01 倍)となった。また、東日本大震災復興
特別会計は、4564 億円(同 0.86 倍)となった。
私鉄・バス・ハイタク関係予算
「地域の公共交通ネットワークの再構築（地域公共交通確保維持改善事業）」
は、209 億 9500 万円(同 0.98 倍)となり前年度より約４億円減となった。しか
し、国土交通省総合政策局によると、2017 年度補正予算と合わせると 235 億 600
万円（同 1.10 倍）となり、この他、復興庁予算 11 億 7700 万円（東日本大震災
からの復興加速にかかる経費）、移動円滑化や交通系ＩＣカードの導入など交通
サービスのインバウンド対応は、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
（観光庁予算 96 億 3200 万円の内数）で、地域鉄道の安全性向上に資する設備
の更新等の一部は、鉄道施設総合安全対策事業（鉄道局予算 39 億 8200 万円の
内数）で、それぞれ引き続き支援するとしている。
鉄道関係
鉄道局関係では、都市鉄道利便増進事業費補助[相鉄・JR、相鉄・東急の相互
直通化など]では、115 億 6800 万円（同 1.00 倍）、幹線鉄道等活性化事業費補助

が 12 億 86 万円（同 1.01 倍）となった。
鉄道駅への生活支援機能施設（保育所、病院）や観光案内施設の整備、ホー
ム・コンコースの改良を支援する鉄道駅総合改善事業費補助が 22 億 5300 万円
（同 1.37 倍）と増額となった。この他、鉄道施設総合安全対策事業費等補助が
39 億 8200 万円（同 0.95 倍）になった。
鉄軌道駅におけるバリアフリー化、駅の高度化の推進については、ホームド
ア整備を含め、都市鉄道整備事業費補助（地下高速鉄道）45 億 5700 万円の内
数、地域公共交通確保維持改善事業 209 億 9500 万円の内数、訪日外国人旅行者
受入環境整備緊急対策事業 96 億 3200 万円の内数で支援される。また、ホーム
の安全性向上に資する技術開発については、鉄道技術開発費補助金２億 9000 万
円の内数でも支援される。
高密度ダイヤや相互直通運転で近年大きな課題となっている大規模輸送障害
対策の推進については、列車遅延対策の推進として、都市鉄道整備事業費補助
（地下高速鉄道）45 億 5700 万円の内数で支援されるとともに、2017 年度補正
予算でも都市鉄道整備事業費補助９億 1000 万円の内数でも支援されることに
なった。
この他の 2017 年度補正予算では、鉄道駅総合改善事業費補助が４億 2500 万
円、鉄道防災事業費補助が９億 800 万円、鉄道施設総合安全対策事業費補助が
27 億 6000 万円などとなっている
自動車関係
自動車局関係では、自動車運送事業の安全対策として、監査体制の強化が 5300
万円、運送事業者監査総合情報システムの更新 6400 万円（新規）、事業用自動
車の重大事故に関する事故調査機能の強化 6700 万円（1.13 倍）、ICT を活用し
た運行管理の高度化 1500 万円、健康起因事故防止のための運転者向けスクリー
ニング検査の普及促進 2000 万円（1.00 倍）、自動車運送事業の安全総合対策事
業（ドライブレコーダー等支援）９億円の内数、自動車運送事業による先進安全
自動車（ASV）導入支援も９億円の内数、でそれぞれ支援される。
働き方改革につながる生産性向上では、バス事業の生産性向上で 1100 万円
（新規）で運行管理の高度化などにより、運転者や運行管理者の長時間労働の
是正に取り組む。また、タクシーサービスの革新で 3000 万円（0.82 倍）となり、
配車アプリを活用したタクシーの運行効率化により生産性向上をはかるとして
いる。
観光庁関係
観光庁全体では 293 億 6500 万円（同 1.15 倍）、2017 年度補正予算は 91 億 700
万円となっている。この内、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業は 96
億円 3200 万円（同 1.13 倍）となり、観光案内所の整備をはじめ、多言語化や
車両を含めた無線 LAN 環境の整備、全国共通 IC カードの導入、バスロケーショ
ンシステムの設置、インバウンド対応型車両、駅・バスターミナル等における移

動円滑化が支援される。合わせて 2017 年度補正予算でも快適な旅行環境の整備
として 34 億 9700 万円で鉄道駅・車両、バスにおける多言語案内の充実、交通
系 IC カード導入等の取り組みを支援するとしている。
また、東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業は 32 億 6500 万円
（同 1.00 倍）となった。福島県における観光関連復興支援事業は３億円（対前
年度予算比 1.00 倍）となった。
税制改正
鉄道(私鉄関係)では、①鉄道事業再構築に係る特例措置の延長(固定資産税・
都市計画税)の２年間の延長、②鉄軌道事業者等の鉄軌道車両の軽油引取税の課
税免除の特例措置の３年間の延長、③鉄道駅等のバリアフリー施設に係る特例
措置の２年間の延長（固定資産税・都市計画税）、④鉄道の耐震対策に係る特例
措置の拡充・延長(固定資産税)については、対象施設を拡充の上、適用期限の２
年間延長、などが認められた。
自動車関係では、①先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る特例措置
の拡充と延長について、適用対象装置に車線逸脱警報装置を追加した上で、自
動車重量税の特例を３年間延長し、自動車取得税の特例措置が１年間の拡充、
②バリアフリー車両に係る特例措置の３年間の延長（自動車重量税）、などが認
められた。
私鉄総連は、準組織内議員である辻元清美衆議院議員を先頭に、引き続き、公
共交通の安全対策強化や生活交通の確保などの施策の充実に向けた交通政策要
求の実現に取り組んでいく。

2018年度国土交通省予算概算要求（私鉄・バス・ハイタク関係）
項

目

１．社会資本整備総合整備
社会資本整備総合交付金
２．持続可能な地域の公共交通ネットワークの実現
３．鉄道局関係
都市鉄道利便増進事業
幹線鉄道等活性化事業
鉄道駅総合改善事業
鉄道施設総合安全対策事業
４．自動車局関係
バス事業
自動車分野の生産性向上
タクシーサービス革新
安心・安全の確保と環境対策の推進
自動車運送事業者による先進安全自動車
の導入支援・ドライブレコーダー等資得
自動車運送事業者等に対する監査体制の強化

運送事業者監査総合情報システムの更新
健康起因事故防止のためのスクリーニング
検査の普及促進
５．観光庁関係(復興枠含む)

総合政策局調べ
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