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交通政策ニュース 

「 地 域 公 共 交 通 サ ー ビ ス の 確 保 等 に 対 す る 支 援 」 に 4 9 2 億 円 
～ 2 0 2 1 年度補正予算案と 2 0 2 2 年度政府予算案を閣議決定～       

2021.12.27 

総合政策局 

 12 月 24 日、2022 年度政府予算案が閣議決定された。 

2022 年度予算案は、総額 107 兆 5964 億円と過去最大で、４年連続で

100 兆円の大台を超えた。また、2021 年度補正予算 35 兆 9895 億円とな

った。 

2022 年度予算案の特徴としては、税収だけでは歳出を賄えず、歳出総

額の約３割の 36 兆 9260 億円を新規国債の発行で充当する。一般歳出は、

21 年度当初比 0.7％増の 67 兆 3746 億円。うち社会保障費が 4393 億円

増の 36 兆 2735 億円（対前年度費 1.2％増）と過去最大になった。団塊

の世代が後期高齢者になり始めることにともなう医療費や介護費などの

増加が影響した。中国の軍事力強化などを念頭に防衛費も５兆 3687 億

円で過去最大となった。新型コロナウイルス対策では予備費として５兆

円計上し、３回目のワクチン接種と新たな変異株に対応する。地方自治

体の財源となる地方交付税交付金に 21 年度当初予算からほぼ横ばいの

15 兆 8825 億円を計上した。 

歳入のうち税収は、コロナ禍で落ち込んだ企業業績の回復を背景に

13．6％増の 65 兆 2350 億円と過去最大になると見込んだ。経済活動の再

開で消費税、所得税、法人税の税収がいずれも増えると見積もった。税

収が７兆 7870 億円増えるのを受け、新規国債の発行額は 21 年度当初（43

兆 5970 億円）から６兆 6710 億円減らす。当初予算案としては２年ぶり

に国債の新規発行額を減少させるが、歳出総額の約３割を国債で賄う「借

金頼み」の財政運営は変わらない。ほかに特別会計からの繰り入れなど

を活用して５兆 4354 億円も工面する。 

国土交通省の 2022 年度予算では、一般会計は５兆 8508 億円（同 0.99

倍）と微減となったが、デジタル庁一括計上分として 262 億円を含める

とほぼ横ばいとなる。また、2021 年度補正予算では国費総額２兆 911 億

円となった。 

 

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「地域公

共交通サービスの確保等に対する支援」(地域公共交通確保維持改善事業

など)は、207 億 3300 万円(同 1.01 倍)で、2021 年度補正予算（以下「補

正予算」）285 億 300 万円とあわせて、492 億 3600 万円(同 2.39 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１億 1600 万円を復興庁一括計上した。また、訪日外国人旅行者受入環
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境整備緊急対策事業（観光庁予算 27 億 600 万円の内数）、地域鉄道の安

全性向上に資する設備の更新等の一部を鉄道施設総合安全対策事業（鉄

道局予算 45 億 8800 万円の内数）でも支援される。 

 

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)は、115 億 6800 万円(同 1.00 倍)となった。鉄道駅総合改

善事業は 21 億円(同 1.20 倍)となり、さらに補正予算で 12 億 2900 万円

が計上され、引き続きバリアフリー化やホームドア整備の促進、「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 44 億 7300

万円(同 0.91 倍)の内数、補正予算 28 億 3000 万円の内数)で対応する。 

地域鉄道の安全性向上については、鉄道施設総合安全対策事業費補助

・国費 45 億 8800 万円(同 1.07 倍)の内数と同補助の補正予算 56 億 2000

万円の内数と地域公共交通確保改善事業と同事業の補正予算でも、コン

クリートまくらぎ化や防護施設(法面固定)、車両更新などの整備に対し

て支援するとしている。また、鉄道施設の戦略的なメンテナンス・老朽

化対策についても、鉄道施設総合安全対策事業費補助と同補正予算で橋

梁、トンネルの長寿命化に資する改良が支援される。 

 

自動車局 

自動車局関係では、「持続可能な自動車運送事業・整備業の確立にむ

けたデジタルトランスフォーメーション(ＤＸ)や働き方改革等の推進」

では、ポストコロナにおける持続可能な旅客運送事業の構築で新規に

3000 万円が計上され、バス・タクシー事業に関する調査等を行い、具体

的な対策の検討・実施をするとしている。自動車整備業の生産性向上と

事業基盤強化には 7600 万円(同 0.92 倍)を計上し、人材確保の推進と将

来にわたり持続可能な自動車整備ネットワークを全国で維持するため、

必要な調査等を行うとしている。自動車運送事業の運行管理(点呼)の高

度化に 2500 万円(同 1.04 倍)を計上し、ＡＩ等を搭載する機器による点

呼の実施や、営業所を跨いだ運行指示業務の一元化により、運行管理の

高度化を実現するとしている。 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた自動車の電動化の推進

では地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進で３億

9200 万円(同 0.83 倍)と補正予算で 10 億 4200 万円が計上され、合計の

予算額では 3.02 倍となった。また関連事項として、環境省が行う「環境

配慮型先進トラック・バス導入加速事業」と「水素活用による運輸部門

の脱炭素化支援事業」でも支援される。 

自動車運送業における安全対策の推進では、自動車運送業者に対する
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監査体制の強化が 5300 万円(同 0．99 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、先進安全自動車(ＡＳＶ)やドライブレコーダー等

の導入支援は、８億 7900 万円(同 1.03 倍)を計上し、事故の削減をはか

るため、事業者に対して対象機器の補助を行うとしている。健康起因事

故防止対策の推進は、5500 万円(同 1.00 倍)となり、健康起因事故の分

析および事業者による健康管理の取り組みの促進に向けた調査等やスク

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

2000 万円(同 1.87 倍)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 2020 年度の事故要因等の分析と対策に係る検討結果をふまえ、

技術的対策の効果検証を行う。 
 
観光立国の推進 

観光庁は総額で一般財源 141 億 5800 万円（同 0.96 倍）、国際観光旅

客税財源 80 億 9500 万円(同 0.31 倍)となった。2021 年度経済対策関係

予算では 1203 億 100 万円（新たなＧｏＴｏトラベル事業を除く）とな

り、合計では 1425 億 5500 万円(同 1．35 倍)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７

億 7000 円（同 2.56 倍）。「新たなＧｏＴｏトラベル事業」が 2021 年度

経済対策関係予算(補正予算計上額含む)で１兆 3238 億 5300 万円(補正

予算分 2685 億 1700 万円含む)となった。 

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業は、27 億 600 万円（同

0.80 倍）となった。 

公共交通の利用環境の革新等は 100 万円(同 0.00 倍)となったが、2021

年度経済対策関係予算の訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業

99 億 8800 万円として計上され、そのなかで交通サービスインバウンド

対応支援として、交通事業者等が行うキャッシュレス決済対応やバリア

フリー化など、公共交通機関における受入環境整備の支援が行われるこ

ととなった。 

 
税制改正要望 

税制改正では、鉄道(私鉄関係)では、①鉄道事業再構築事業に係る特

例措置の２年間延長(固定資産税・都市計画税)、②鉄道の耐震対策に係

る特例外の１年間延長(固定資産税)が認められた。 

この他、自動車関連諸税については、引き続き自動車重量税・自動車

税等の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_008292.html 

以  上 

私鉄総連調べ
2022年度予
算額（百万

円）

2021年度予
算額

（百万円）

前年度予
算比（倍）

2021年度補
正予算（百万

円）

1,397,301 1,485,112 0.94 827,252

581,731 631,128 0.92 103,202

20,733 20,630 1.01 28,503

都市鉄道利便増進事業費補助 11,568 11,568 1.00 －

都市鉄道整備事業費補助（地下高速鉄道） 4,473 4,905 0.91 2,830

鉄道駅総合改善事業費補助 2,100 1,757 1.20 1,229

鉄道防災事業費補助 923 923 1.00 603

鉄道施設総合安全対策事業費補助 4,588 4,308 1.07 5,620

４．自動車局関係

30 － 新規 －

392 474 0.83 1,042

安心・安全の確保と及び 環境対策の推進

20 11 1.87 －

2,706 3,383 0.80 4,997

1 460 0.00 注参照

500 300 1.66 －

1,323,853

＊1　2021年度経済対策関係予算「訪日外国人受入環境整備緊急対策事業」99億8800万円も活用
＊2　2021年度経済対策関係予算と補正予算2685億1700万円の合計

2022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．地域公共交通サービスの確保等に対する支援

新たなＧｏＴｏトラベル事業＊2

55 55

訪日旅行者の受入環境整備緊急対策事業

公共交通利用環境の革新等＊1

54 0.99 －

３．鉄道局関係

ポストコロナにおける持続可能な旅客運送事
業の構築

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

879 853 1.03

東北の復興(福島県の観光関連復興支援)

カーボンニュートラルの実現に向けた自動車の
電動化の推進・地域交通のグリーン化に向け
た次世代自動車の普及促進

バス車内事故防止対策の推進

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

1.00 －

５．観光庁関係

－

自動車運送事業者等に対する監査体制
の強化

53

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_008292.html

