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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２ ６ ３億円 
～ 国 土 交 通 省 2 0 2 3 年 度 予 算 概 算 要 求 ～       

2022 年９月２日 

総合政策局 

  

 2023 年度予算概算要求は、８月 31 日に各省庁の要求が出そろい、一般会

計の要求総額は 110 兆円台となり、前年度次ぐ過去２番目の水準となる見通

しである。７月の閣議で了解された概算要求の基本方針で予算要求額を明示

しない「事項要求」が幅広く認められ、各省庁ともこの形での要求が相次い

だ。 

厚生労働省の要求額は、高齢化で社会保障費が増加に加え、新型コロナウ

イルス対策にともない過去最大規模となった。また、防衛省の要求額は、過

去最大額になったうえに、事項要求の項目が 90 以上もある。年末に編成され

る政府予算案は大幅に歳出総額が上積みされることが想定される。 

国土交通省は８月 25 日に、2023 年度予算概算要求を公表した。 

要求額は国費総額の一般会計で６兆 9,280 億円（2022 年度予算比 1.18 倍、

「重要政策推進枠」１兆 5929 億円を含む）である。 

国土交通省は、①激甚化・頻発化する風水害や切迫する地震災害等に屈し

ない、強靭な国土づくりの推進、②経済社会活動を確実に回復させ、経済の

好循環を加速・拡大させるため、グリーン、デジタル等への重点投資、生産

性の向上や国大競争力の強化、③豊かで活力ある地方創りを行い、これまで

の東京一極集中型から脱した分散国づくりの推進、の３点を柱に概算要求を

行った。 

新型コロナウイルス感染症の影響等をふまえた地域公共交通への支援や地

域交通ネットワーク再構築等に向けた支援、ポストコロナを見据えた観光立

国の復活に必要な経費などは、予算要求額を示さない事項要求である。事項

要求は、12 月下旬に閣議決定される政府予算案までの編成過程で検討される。 

私鉄総連は、森屋隆組織内国会議員、辻󠄀元清美準組織内国会議員をはじめ、

政策推進私鉄国会議員懇談会と連携し、2023 年度私鉄・バス・ハイタク関係

予算の確保に全力で取り組んでいく。 

 

私鉄・バス・ハイタク関係予算 

社会資本総合整備  

社会資本総合整備は 1 兆 6577 億円（同 1.19 倍）を要求した。そのうち、

社会資本整備総合交付金には 6899 億円（同 1.19 倍）で、コンパクト・プラ

ス・ネットワークの推進や歩いて暮らせるゆとりとにぎわいのあるまちづく

りなど、地方公共団体等の取り組みを総合的に支援する。また、防災・安全

交付金には、9677 億円（同 1.19 倍）で、激甚化・頻発化する風水害・土砂災

害や大規模地震・津波に対する防災・減災対策、予防保全に向けた老朽化対
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策など、地方公共団体等の取り組みを集中的に支援する。 

 

総合政策局  

 総合政策局関係では、地域のくらしや産業に不可欠な交通サービスの確保

や地域に最適な交通サービスの構築・継続のための取組支援として「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)について、263 億 2400 万円(同 1.27 倍)を要求。感染症の影響等により危

機に瀕する地域公共交通の持続可能な運行確保に向けた支援や地域交通の

「リ・デザイン」に関する提言で示された施策の財源として、「地域交通の

運行確保及び再構築等に向けた支援」を事項要求とした。  

安全対策として、「小型船舶の安全対策を含む公共交通等における安全・

安心の確保」で、地域の鉄道事業者の設備更新に対する支援や自動車運送事

業者に対する監査体制強化などとして、162 億円（同 1.92 倍）を要求してい

る。また、交通安全確保のため、生活道路対策や踏切対策、無電柱化等の道

路安全環境の整備等を推進するため、「通学路等の交通安全対策の推進」で

2,931 億円（同 1.19 倍）を要求した。 

「東日本大震災の被災地の公共交通に対する支援」には、1 億 2700 万円を

復興庁一括計上予算として要求した。この他、「次世代モビリティ・物流Ｄ

Ｘの推進」に２億 4400 万円（同 1.72 倍）を要求し、各地のＭａａＳの取り

組みの連携、各地域内における交通事業者のみならず他分野の事業者の連携

等の促進を図るとしている。 

 

鉄道関係  

鉄道局関係では、都市鉄道利便増進事業(相鉄・ＪＲ、相鉄・東急の相互直

通化)として、67 億 3600 万円(同 0.58 倍)を要求し、引き続き推進すること

となった。都市鉄道整備事業(地下高速鉄道）では 144 億 8000 万円（同 3.24

倍）を要求し、列車遅延対策（ホーム拡幅、折返施設など）、東京メトロ有楽

町線（豊洲～住吉）と東京メトロ南北線（品川～白金高輪）の延伸整備など

を推進する。鉄道駅総合改善事業では 23 億 5400 万円(同 1.12 倍)を要求し、

バリアフリー化の推進とホームドアのさらなる整備促進、「次世代ステーシ

ョン創造事業」を進める。 

鉄道施設総合安全対策事業費は 180 億 8100 万円（同 3.94 倍）の大幅増の

要求を行い、地域鉄道の安全性向上としてコンクリートまくらぎ化、耐震対

策、豪雨対策、地下駅等の浸水対策、橋梁やトンネル等の老朽化対策、事故

防止のための踏切保安設備の整備、などを進めるとした。 

また、「鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検

討会」における提言を踏まえ、危機的状況にあるローカル鉄道について、国

も主体的に関与しながら、単なる現状維持ではなく、持続可能性と利便性の

高い地域公共交通への再構築を促進していくため、「鉄道事業者と地域の共

創に対する支援」を総合政策局予算とあわせて事項要求とした。  
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自動車局  

自動車局関係では、「持続可能な自動車運送事業・整備業の確立に向けた

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、Ｉ

ＣＴの活用による持続可能性と利便性の高い公共交通ネットワークの整備を

図るため生産性の向上と新たな旅客の獲得、サービスの向上に資するデジタ

ル機器の導入を重点的に支援する「バス・タクシー産業デジタル経営支援」

（運行管理支援システム、クラウド型タクシー配車センターシステムなど）

で２億円（新規）、働き方改革の推進、地域における採用の推進、先進技術や

電動車等の整備に対応した新たな教育の実証調査のために「自動車整備業に

おける人手不足対策」の推進として４億 7800 万円（同 4.09 倍）を要求した。 

「脱炭素社会の実現に向けた自動車分野におけるグリーントランスフォー

メーション（ＧＸ）等の推進」では、地域の計画と連携して、環境に優しい自

動車の集中的導入や買い替えの促進を支援するために「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」に 12 億 100 万円（同 3.07 倍）、高コ

ストのＥＶバスの購入と充電インフラ整備などを行うために「環境配慮型先

進トラック・バス導入加速事業」（国交省・経産省・環境省連携事業）で 10

億円（新規）を要求した。 

安全対策については、事項要求で自動車運送事業の安全総合対策事業（先

進安全自動車の普及促進、過労運転防止に資する機器の導入など）、自動車

事故発生防止事業のさらなる充実・強化（自動車事故の原因究明・防止対策

・技術向上に係る調査・研究など）求めていくこととした。 

 
観光立国の推進  

観光庁は総額で 176 億 8800 万円（同 1.25 倍）を要求した。この他、旅行

者の継続的な獲得、地域社会・経済・環境に好循環をもたらすコンテンツの

造成、旅行需要喚起などの取り組みを強力に推進するために「観光立国の復

活に向けた施策の推進」を事項要求とした。 

私鉄・バス関係では、ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業（交

通サービスの受入環境整備：段差解消、ＵＤタクシー、観光列車など）に 30

億 6400 万円（同 1.13 倍）を要求。ユニバーサルツーリズム促進事業では 3000

万円（同 1.69 倍）を計上し、高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気

兼ねなく参加できる旅行の普及を目指すことを目的とした「観光施設におけ

る心のバリアフリー認定制度」の周知普及や認定件数の増加を図るための取

り組みなどを行うとしている。 

東北復興枠では福島県における観光関連復興支援事業に５億円 (同 1.00

倍)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、ローカル鉄道の再構築を実現するための所要の措置（固

定資産税・都市計画税：関連する法改正を検討中）、一般乗合旅客自動車運
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送事業における地域公共交通再構築のための所要の措置（固定資産税・都市

計画税：関連する法改正を検討中）、低炭素化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）、より環境負荷の小さい輸送

手段への転換及び公共交通機関の利用者利便の増進に資する事業に係る特例

措置（鉄道事業に係る軽油）の３年間延長（地球温暖化対策のための税）、鉄

道駅等のバリアフリー施設に係る特例措置の２年間延長（固定資産税・都市

計画税）、鉄道の耐震対策に係る特例措置の２年間延長（固定資産税）、ノン

ステップバスやＵＤタクシー等のバリアフリー車両に係る特例措置の２年間

延長（自動車税）を要望した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国土交通省ＵＲＬ 
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_002899.html 
 

以  上 

総合政策局調べ

2023年度概算要求（百
万円）

2022年度予算額
（百万円）

対前年度予算比
（倍）

1,657,721 1,397,301 1.19

689,983 581,731 1.19
967,738 815,570 1.19

26,324 20,733 1.27

事項要求 - -
127 116 -

都市鉄道利便増進事業費補助 6,736 11,568 0.58
都市鉄道整備事業費補助 14,480 4,473 3.24
幹線鉄道等活性化事業費補助 444 170 2.61
鉄道駅総合改善事業費補助 2,354 2,100 1.12
鉄道防災事業費補助 2,046 923 2.22
鉄道施設総合安全対策事業費補助 18,081 4,588 3.94
鉄道施設災害復旧事業費補助 974 974 1.00

200 - 新規

478 117 4.09

1,201 392 3.07

1,000 - 新規

先進安全自動車（ASV）プロジェクトの推進 158 119 1.33

事故防止・安全対策の推進 164＋事項要求 13,574 -

５．観光庁関係
事項要求 - -

30 18 1.69

3,064 2,706 1.13
500 500 1.00

※１　東日本大震災からの復興加速にかかる経費（復興庁計上）

脱炭素社会の実現に向けた自動車分野におけるグリーントランスフォーメーション（GX）等の推進

３．鉄道局関係

防災・安全交付金

観光立国の復活に向けた施策の推進

ユニバーサルツーリズム促進事業

地域公共交通サービスの確保等に対する支援
２．総合政策局関係

環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業
（国交省・経産省・環境省連携事業）

東日本大震災の被災地の公共交通に対する支援※１

バス・タクシー産業デジタル経営支援事業

自動車整備業における人手不足対策の推進

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

４．自動車局関係
持続可能な自動車運送事業・整備業の確立に向けたDXや働き方改革等の推進

ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業
東北の復興(福島県の観光関連復興支援)

自動車の技術開発等の促進・適切な保守管理の徹底等

2023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．社会資本総合整備
社会資本整備総合交付金

地域交通の運行確保及び再構築等に向けた支援


