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交通政策ニュース 

「地域主導の交通サービスの確保・充実に対する支援」に 264 億円 
～ 国 土 交 通 省 が 2 0 2 0 年 度 予 算 概 算 要 求 を 公 表 ～       

2019.９.10 

総合政策局  

  

国土交通省は８月 28 日、2020 年度予算概算要求をまとめ、与党国

土交通関係会議に提示、31 日に財務省に提出した。 

一般会計予算の要求総額は 2019 年度当初予算と比べ 18％増の７兆

101 億円となり、重点政策として、①被災地の復旧・復興、②国民の安

全・安心の確保、③生産性と成長力の引上げの加速、④豊かで暮らし

のやすい地域づくり、を４本柱とした。特に近年相次ぎ発生している

大規模自然災害を踏まえ、切迫する巨大地震等や気候変動の影響によ

り頻発・激甚化が懸念される気象災害から国民の生命と財産を守るた

め、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を集中的に実

施し、３か年緊急対策後も見据えて取り組みの加速・深化を図るとし

ている。また、一般会計特別枠の「新しい日本のための優先課題推進

枠」では、１兆 6034 億円を要求し、東日本大震災復興特別会計では、

前年度３％増となる 4754 億円を要求した。  

 

私鉄・バス・ハイタク関係予算  

総合政策局  

 私鉄・バス・ハイタク関係予算として、総合政策局関係では、「豊か

で暮らしやすい地域づくり」として「地域主導の交通サービスの確保

・充実に対する支援」(地域公共交通確保維持改善事業など )が、264 億

4100 万円(2019 年度当初予算比 1.20 倍)、日本版 MaaS の推進による地

域や観光地の移動利便性向上 10 億円（同 3.27 倍）の大幅増となった。

また、バリアフリー法等に基づく一体的・総合的な推進が 7100 万円(同

1.24 倍)、交通政策基本計画の実現による交通政策の総合的な推進が

3500 万円(同 1.15 倍)となった。この他、「国民の安全・安心の確保」

では、運輸安全マネジメント制度の充実強化 4700 万円(同 1.17 倍)と、

公共交通活性化と安全対策のそれぞれで増額要求となっている。 

 

鉄道関係  

鉄道局関係では、都市鉄道ネットワークの充実 (相鉄・JR、相鉄・東

急の相互直通化)が、優先課題推進枠として 115 億 6800 万円(同 1.00

倍)を要求し、引き続き推進することとなった。鉄道駅総合改善事業は

28 億 3800 万円(同 1.16 倍)を要求し、「次世代ステーション創造事業」
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として、引き続き駅を行政サービスや保育施設、観光案内など複合的

な施設へと質的進化を進めるとしている。また、列車遅延対策の推進

については、都市鉄道整備事業費補助 (地下高速鉄道)(国費 93 億 2500

万円の内数)で対応する。鉄道駅のバリアフリー化の推進では、都市鉄

道整備事業費補助(地下高速鉄道 )(国費 93 億 2500 万円の内数)、地域

公共交通確保維持改善事業 (国費 264 億 4100 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 (国費 60 億 300 万円の内数)で、エレ

ベーターや障害者対応型トイレ、内方線付き点状ブロックなどの整備

を進める。また、2020 年に 800 駅を整備目標としているホームドアに

ついては、都市鉄道整備事業費補助と合わせて鉄道施設総合安全対策

事業費補助(国費 92 億 9100 万円の内数)も適用し、できる限り前倒し

をはかるとしている。鉄道施設のインフラ老朽化対策のための戦略的

維持管理・更新を、鉄道施設総合安全対策事業費補助 (国費 92 億 9100

万円の内数)で整備するとしている。 

 

自動車局  

自動車局関係では、「安心で利便性の高い自動車運送事業・自動車

整備業の実現に向けた取り組み」として、地域の足を支える自動車旅

客運送サービスの維持・確保・活性化が 6000 万円(同 1.48 倍)を要求

し、多様な人材確保・環境整備事業として、雇用確保のための処遇改

善・給与・運賃のあり方の検討や女性運転者等の雇用の確保･活用の検

討などを行うとしている。「安全・安心の確保及び環境対策の推進」

では、自動車運送事業に対する監査体制の強化 7800 万円（同 1.37 倍）、

事業用自動車の重大事故に関する事故調査機能の強化で 6700 万円

(1.00 倍)、先進安全自動車（ＡＳＶ）やドライブレコーダー等の導入

支援については 11 億 1000 万円(1.12 倍)をそれぞれ要求した。また、

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

で 5400 万円(同 1.17 倍)を要求し、スクリーニング検査のモニター事

業や普及状況の調査、セミナーの開催などに取り組むとしている。  
 
観光立国の推進  

観光庁は総額で 770 億 9900 万円（同 1.08 倍）を要求した。 

国際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策の展開で 520 億円

（同 1.07 倍）を要求し、ストレスフリーの旅行環境整備などに取り組

む。観光先進国の実現に向けた観光施策の着実な実施には 209 億 8700

万円（同 1.21 倍）を要求し、この内、訪日外国人旅行者受入環境整備

緊急対策事業に 60 億 300 万円（同 1.10 倍）、ユニバーサルツーリズ

ム促進事業に 2000 万円（同 1.26 倍）を計上し、これらの事業で空港、

港、鉄軌道駅、バスターミナル等の多言語バスロケーションシステム

や全国共通ＩＣカード導入などのインバウンド対策やバリアフリー化
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を促進することとしている。  

また、東北復興枠 33 億 9500 万円（同 0.75 倍）を要求。東北観光復

興対策交付金が大幅減となったが、ＪＮＴＯによる東北観光復興プロ

モーションや福島県における観光関連復興支援事業には前年度同額を

要求し、引き続き支援に取り組むこととしている。  

 
税制改正要望  

税制改正要望では、鉄道 (私鉄関係)で、①鉄道事業再構築事業に係

る特例措置の期限の延長(固定資産税・都市計画税）、②駅のバリアフ

リー化改良工事により取得した鉄道施設に係る特例措置の期限の延長  

(固定資産税・都市計画税）、③鉄道の耐震対策に係る特例措置の拡充

・延長（固定資産税）、④鉄道事業に供する軽油に課せられる地球温

暖化のための税の還付措置の期限の延長(地球温暖化対策のための税）

などを要望した。 

 
年末の予算確定に向けて  

私鉄総連は、年末の政府予算案確定まで、私鉄総連組織内・森屋隆

参議院議員、準組織内・辻元清美衆議院議員をはじめ、政策推進私鉄

国会議員懇談会と連携し、今回要求された予算額の確保に全力を挙げ

て取り組んでいく。  

 
国土交通省ＵＲＬ
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_001854.html 

以  上 

総合政策局調べ

2020年度概算要求
（百万円）

2019年度予算額
（百万円）

対前年度予算比
（倍）

2,264,834 1,876,961 1.21
1,003,691 836,374 1.20
26,441 22,005 1.20

都市鉄道利便増進事業 11,568 11,568 1.00
幹線鉄道等活性化事業 575 525 1.10
鉄道駅総合改善事業 2,838 2,453 1.20
鉄道防災事業費補助 1,327 1,259 1.05
鉄道施設総合安全対策事業 9,291 3,915 2.37

４．自動車局関係

60 41 1.48

安心・安全の確保と環境対策の推進

77,099 71,106 1.08

自動車運送事業者等に対する監査体制
の強化 78 57 1.37

2020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．地域主導の交通サービスの確保・充実に対する支援
３．鉄道局関係

５．観光庁関係(復興枠含む)

地域の足を支える自動車旅客運送サービス
の維持・確保・活性化

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

54 46 1.17

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

1,110 990 1.12

http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_001854.html

