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交通政策ニュース 

「ポストコロナを見据えた地域公共交通の活性化・継続」に 305 億円 
～2020 年度第３次補正予算と 2021 年度政府予算案を閣議決定～       

2020.12.24 

総合政策局 

 12 月 21 日、2021 年度政府予算案が閣議決定された。 

2021 年度予算案は、総額 106 兆 6097 億円と過去最大で、３年連続で

100 兆円の大台を超えた。また、2020 年度第３次補正予算 19 兆 1761 億

円となった。今回の特徴として、新型コロナウイルス対策と、菅政権が

重点政策とする脱炭素とデジタル化を成長戦略として打ち出した。また、

防衛費は９年連続で増額となった。公共事業は、国土強靱化５カ年対策

が打ち出されたが、全体では 11.5％減となった。 

税収では感染症拡大の影響で 11 年ぶりに減収となるなか、国債の新

規発行額は 43 兆 5970 億円に膨らむ。 

国土交通省の 2021 年度予算では、一般会計は５兆 8981 億円（対前年

度 0.99 倍）とほぼ同額となったが、2020 年度第３次補正予算を含める

と９兆 1893 億円（同 1.55 倍）となった。 

 

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、「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)は、2020 年度第３次補正予算（以下「第３次補正予算」）

304 億 9700 万円の内数として 206 億 3000 万円(同 1.01 倍)となった。関

連事項では「東日本大震災の被災地の公共交通に対する支援」に３億

5600 万円を復興庁一括計上した。また、事項要求していた「地域公共交

通における感染症リスクに対応した運行の確保」については、第３次補

正予算で「ポストコロナを見据えた地域公共交通の活性化・継続」とし

て 304 億 9700 万円（2021 年度の地域公共交通確保維持改善事業を考慮

すると約 99 億円）計上され、地域公共交通確保維持改善事業に加えて、

地域公共交通の活性化に向けた新たな取り組みの後押しや、観光需要受

入のための環境整備に取り組む。 

また、「バリアフリー法等に基づく一体的・総合的な推進」が 6500 万

円(同 1.13 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 1900 万円(同 0.98 倍)となった。 

この他、「運輸安全マネジメント評価等による運輸事業者の安全管理

対策の促進」に 3700 万円(同 1.00 倍)となった。 

 

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
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の相互直通化)は、115 億 6800 万円(同 1.00 倍)となった。鉄道駅総合改

善事業は 2021 年度予算では 17 億 5700 万円(同 1.00 倍)となったのに加

え、第３次補正予算で 20 億円が計上され、引き続き「次世代ステーショ

ン創造事業」として、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。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 49 億 500 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 49 億 500 万円の内数)と同補助の第３次補正予算 18 億

8100 万円の内数で推進され、この他関連して、地域公共交通確保維持改

善事業(国費 206 億 3000 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 33 億 8300 万円の内数)などでも、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設置を推進する。ま

た、平均利用者数 10 万人以上の駅での優先的な整備を進めているホー

ムドアについては、都市鉄道整備事業費補助(地下高速鉄道)とあわせて

鉄道施設総合安全対策事業費補助(国費 43 億 800 万円の内数)も適用す

るとともに、それぞれの第３次補正予算でも支援される。 

地域鉄道の安全性向上と鉄道施設の戦略的なメンテナンス・老朽化対

策については、いずれも鉄道施設総合安全対策事業費補助(国費 43 億 800

万円の内数)と同補助の第３次補正予算 59 億 6000 万円の内数で、コン

クリートまくらぎ化やレールの更新など設備の整備に対して支援すると

している。 

 

自動車局  

自動車局関係では、「持続可能な自動車運送事業・整備業の確立とユ

ーザーの利便性向上」として、自動車運送事業の危機時等に備えた体制

強化及び新たなサービスの構築が 6500 万円(新規)となった。感染症や

自然災害等の発生時においても、バス・タクシーが事業継続するための

方策について調査･検討するとしている。また、自動車整備業の生産性向

上と事業基盤強化には 8300 万円(同 0.95 倍)、旅客運送事業等及び関連

行政分野における ICT 活用によるデジタル化・リモート化等の推進につ

いては第３次補正予算で２億 3100 万円(新規)となり、バス・タクシーの

運行管理や内部管理業務、行政関係業務の負担軽減を後押しするとして

いる。この他、自動車運送事業の運行管理(点呼)の高度化に 2400 万円

(同 1.88 倍)となり、AI 等を搭載する点呼機器の認定制度構築に向けた

実証調査を行うとしている。 

「安全・安心の確保及び環境対策の推進」では、自動車運送業の安全

対策として、自動車運送業者に対する監査体制の強化が 5400 万円(同 0．

94 倍)となり、軽井沢スキーバス事故等をふまえ、重大事故防止に向け

て、効率的かつ効果的な監査を実施するとしている。また、先進安全自
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動車(ASV)やドライブレコーダー等の導入支援は、8 億 5300 万円(同 0.98

倍)となった。健康起因事故防止対策の促進は、5500 万円(同 1.36 倍)と

なり、健康起因事故の分析とスクリーニング検査普及に向けたモデル事

業の実施に取り組むとしている。この他の安全対策関係では、バス車内

での事故防止対策の推進として 1100 万円(新規)を要求し、車内事故防

止に資するバスの仕様検討のための調査を行うとしている。 
 
観光立国の推進  

観光庁は総額で 408 億 7400 万円（同 0.60 倍、うち国際観光旅客税充

当額 260 億 6500 万円）となった。この他、東北の復興枠で、福島県にお

ける観光関連復興支援事業が３億円（同 1.00 倍）。第３次補正予算では

649 億 9100 万円（ＧｏＴｏトラベル事業を除く）となり、合計では 1061

億 6500 万円（同 1.55 倍）となった。この他、ＧｏＴｏトラベル事業が

第３次補正予算と予備費合計で１兆 3430 億 4300 万円となった。 

また、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業は、33 億 8300 万

円（同 0.63 倍）となったが、第３次補正予算でも 49 億 9700 万円計上

し、キャッシュレス決済対応、移動円滑化、魅力ある観光バス、高性能

空気清浄フィルターの導入などを推進するとしている。さらに、公共交

通利用環境の革新等に 12 億 4000 万円（同 0.28 倍）を計上し、多言語対

応や無料 Wi-F、キャッシュレス決済の整備などに加えて、感染症拡大防

止対策が拡充された。この他、ユニバーサルツーリズム促進事業に 1800

万円（同 1.24 倍）を計上した。 

 
税制改正要望  

税制改正では、鉄道(私鉄関係)では、①鉄軌道事業者等の軽油引取税

の課税免除の特例措置の３年間延長、②低炭素等に資する旅客用新規鉄

道車両に係る特例措置の２年間延長(固定資産税、５年間２／３に軽減、

中小事業者は５年間３／５)、③鉄道駅等のバリアフリー施設に係る特例

措置の拡充(１日当たり利用者数を 2000 人以上の駅に対象拡大)・２年

間延長、などが認められた。 

また、自動車関係では、①バリアフリー車両に係る特例措置の拡充・

延長(自動車重量税３年間、自動車税２年間、リフト付きバスは重量税の

初回分免除と自動車税控除額引き上げを拡充)、②先進安全技術を搭載し

たトラック･バス車両に係る特例措置の拡充・延長(現行措置を 2021 年

10 月 31 日まで 7 カ月延長、新たに義務化された対象装置(側方衝突警報

装置)に対する特例を 2021 年 11 月１日から 2024 年４月 30 日まで延

長)、③都道府県条例で定める路線を運行する乗合バス車両の取得に係る

非課税措置の延長(自動車税(環境性能割))、などが認められた。 

この他、自動車関連諸税については、2021 年度与党税制改正大綱等を

ふまえて、課税のあり方を検討することとしている。 
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国土交通省ＵＲＬ 
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_007764.html 
 

以  上 

私鉄総連調べ

2021年度予算額
（百万円）

2020年度予算額
（百万円）

前年度予算比
（倍）

第３次補正予算
（百万円）

1,485,112 1,512,468 0.98 540,329
631,128 727,746 0.86 115,747
20,630 20,430 1.01

30,497

都市鉄道利便増進事業 11,568 11,568 1.00
都市鉄道整備事業費補助（地下高速鉄道） 4,905 5,589 0.88 1,881
鉄道駅総合改善事業 1,757 1,757 1.00 2,000
鉄道防災事業費補助 923 936 0.99 323
鉄道施設総合安全対策事業 4,308 4,189 1.03 5,960

４．自動車局関係

65 － 新規

安心・安全の確保と及び 環境対策の推進

3383 5412 0.63 4,997
1717 1278 1.34
300 300 1.00

2021年度国土交通省予算（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

自動車運送事業の危機時等に備えた体制強化及び新たなサービ
スの構築

自動車運送事業者による先進安全自動車・ドライブレ
コーダー等の導入支援 853 874 0.98

58 0.94

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

55 40 1.36

５．観光庁関係
訪日旅行者の受入環境の向上
観光産業の再生と「新たな旅のスタイル」の普及・定着
東北の復興(福島県の観光関連復興支援)

ポスト・コロナ時代を見据えた地域公共交通の活性化・継続

自動車運送事業者等に対する監査体制の強化 54

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_007764.html

