
一般会計予算

１．基本的考え方
令和2年度の公共事業関係予算については、「令和

2年度予算の編成等に関する建議」（令和元年11月25
日、財政制度等審議会・財政制度分科会）も踏まえ、
主に以下のような考え方により、編成を行った。
○　「量」から「質」への転換を図ることがあらゆ
る分野で求められている。社会資本整備について
も例外ではない。公共事業関係費の規模（臨時・
特別の措置を除く）はピーク時に比して当初予算
ベースで4割減、補正予算後で半減の水準となっ
ている。しかしながら、一般政府の総固定資本形
成（対GDP比）は、主要先進国との比較で、引
き続き高い水準にある。また、人口減少が進む中
で、社会資本ストック（以下「ストック」とい
う）の人口一人あたり維持更新コストはより一層
の増加が見込まれ、ストックの利用者や維持・整
備の担い手の減少も見込まれている。こうしたこ
となどを考慮すれば、いたずらに「量」を拡大す
る状況にはない。

○　台風や集中豪雨による深刻な被害など、大規模
な災害が続き、堤防やダム等のハード面での対策
を求める声がある。ただし、国民の生命・財産を
真に実効的に守るためには、ハード整備だけでは
なく、円滑な避難の確保はもとより、土地の利用
規制、都市計画など、土地利用等の在り方にまで
踏み込んだソフト面での対応も必要であることを
忘れてはならない。

○　こうした状況を踏まえると、今後の社会資本整

備に当たっては、
・�　「使い方」の改善によりストック効果を最大
化するとともに、ストックの再編・集約や長寿
命化を進め維持更新コストを最小化すること

・�　これまで公費で賄っていたストックの維持・
整備に料金収入等を活用することにより、公費
を料金収入等では賄い得ないストックに重点化
していくこと

・�　イノベーションを活用して、維持・整備を省
力化・スマート化していくこと

が重要である。
具体的には、公共事業関係費の安定的な確保を行い

つつ、
（１）�治水対策を中心とした防災・減災対策等の強化
（２）老朽化対策の見通し・強化
（３）安全・安心の確保
（４）�中長期的な成長の基盤となるインフラの整備
等に重点的に取り組むこととした。

2．総額の水準
令和2年度の公共事業関係費の一般会計予算（臨

時・特別の措置を除いた通常分）は、令和元年10月
の消費税率引上げによる影響額（46億円）を含め前
年度比＋73億円（＋0.1％）の6兆669億円となって
いる。
このほか、令和2年度の「臨時・特別の措置」を活

用し、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急
対策」として必要な対応を実施するため、7,902億円
を計上している。

令和2年度 
国土交通・公共事業関係予算について
主計局主計官　中島  朗洋
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（参考） 　東日本大震災復興特別会計における公共事業関係費の計上
額は5,085億円（復旧1,702億円、復興3,382億円）であ
り、災害復旧の進捗等に応じて、令和元年度当初予算比△
1,073億円（△17.4％）の減少となっている。

《公共事業関係費》
（通常分）

（単位：億円）
元年度 2年度 元’→2’増減

公共事業関係費 60,596 60,669 ＋73（＋0.1％）

（臨時・特別の措置）
（単位：億円）

元年度 2年度 元’→2’増減
公共事業関係費 8,503 7,902 △601（△7.1％）

《国土交通省関係予算》
（通常分）

（単位：億円）
元年度 2年度 元’→2’増減

国土交通省関係計 59,216 59,311 ＋95（＋0.2％）
公共事業関係費 52,510 52,567 ＋57（＋0.1％）
非公共予算 6,707 6,744 ＋38（＋0.6％）

※�本表のほか、委託者の負担に基づいて行う附帯・受託工事費830億円（前年度
831億円）がある。
※�国際観光旅客税の令和2年度税収のうち国交省予算に計上される511億円（前年
度485億円）を含む。

（臨時・特別の措置）
（単位：億円）

元年度 2年度 元’→2’増減
国土交通省関係計 9,393 8,052 △1,341（△14.3％）
公共事業関係費 7,153 6,802 △351（△4.9％）
非公共予算 2,240 1,250 △990（△44.2％）

3．通常分の主な施策の概要
令和2年度の国土交通省関係予算（通常分）の主な

ポイントは以下のとおりであり、これに沿って主な施
策を紹介する。
※�以下、計数は令和元年度当初予算（通常分）⇒令和
2年度予算（通常分）

（1）治水対策を中心とした防災・減災対策等の強化
○予算・既存ストックの「使い方」の見直し
（ア）防災・減災等強化推進費（仮称）の創設

310億円（皆増）
・　台風災害等を踏まえ、年度途中に用地取得等の
課題が解消した場合に、機動的に防災・減災対策
事業を行うことを可能とする「防災・減災等強化
推進費（仮称）」を創設。

（イ）ダムの利水容量の治水活用
（新規制度）

・　利水ダム・多目的ダムにおいても洪水調節の機
能を発揮させる観点から、関係省庁等とも連携し
つつ、既存のダムの利水容量の治水活用について
検討。

（ウ） 河川の危険箇所における集中的な河道掘削等に
対する個別補助による支援

102億円（皆増）
・　今般の台風災害において、特に、川幅が狭い区
間や堤防未整備区間等での氾濫が多発したこと
や、本川の水位上昇（バックウォーター）によっ
て支川が氾濫したことを踏まえ、人命を守るとと
もに壊滅的な社会経済への被害を回避する観点か
ら、これらの危険箇所における河道掘削等を集中
的・効果的に支援するための個別補助制度を創
設。

（エ） 下水道事業における市街地の内水氾濫への対策
強化
104億円⇒244億円（＋140億円、＋134.9％）

・　今般の台風災害において、市街地での内水氾濫
により生活・経済活動に甚大な被害が生じたこと
等を踏まえ、下水道事業（雨水対策・汚水対策）
について、

（１）治水対策を中心とした防災・減災対策等の強化
○�　今般の台風災害のみならず、人口減少等の社会の構造的変化も踏まえ、国民の生命・財産を実効的に守る観点から、
　・予算・既存ストックの「使い方」の見直し
　・国土・土地利用の見直し
　・技術人材の拡充

（２）老朽化対策の見直し・強化
○�　高度経済成長期に集中的に整備されたインフラの維持更新費の増大が課題であることを踏まえ、老朽化対策について、
　・新たな個別補助制度の創設による取組みの強化
　・�長寿命化や集約・最適化に向けた財政面でのインセンティブの導入
　・地方単独事業との適切な役割分担の確保

（３）安全・安心の確保
○　戦略的海上保安体制の構築や未就学児等の交通安全対策等を推進。

（４）中長期的な成長の基盤となるインフラの整備
○�　人口減少やインフラの維持更新費の増大等が見込まれる中で、現下の低金利状況を踏まえた財政措置により料金収入等を積極的に活用して、生産性
向上効果の高いプロジェクトを厳選して整備を加速。
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（a）�　雨水による内水氾濫対策への重点化を行うた
め、段階的に個別補助化を行う方向とし、令和
2年度予算においては、雨水貯留施設の整備等
について新たに個別補助制度を創設。（140億
円）

（b）�　他方、汚水対策については、「雨水公費・汚
水私費」の原則等を踏まえ、補助対象や支援水
準を見直し、公費投入の効率化を図る。

（オ） 治水リーディング・プロジェクト（ダム再生・
調節池の整備等）の推進

河川改修費等5,135億円の内数⇒5,221億円の内数
（＋86億円、＋1.7％）

・　今般の台風災害も踏まえ、新丸山ダム再生や荒
川等の調節池など、特に重要な31の治水事業を
「治水リーディング・プロジェクト」に位置づけ、
集中的に整備。

○国土・土地利用の見直し
防災・減災対策を強化する観点から、制度面の課題

を検討するとともに、治水インフラ整備等のハード対
策と災害リスク情報の提供や土地利用規制等のソフト
対策との一体化を図る。
（参考）国土交通省において、頻発・激甚化する自然災害に対応した
安全で魅力的なまちづくりの推進を図ることを目的として、以下を
主な内容とする「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」
を令和2年2月に国会へ提出。
・ 土砂災害特別警戒区域等の災害ハザードエリアにおける新規立地
の抑制

・ 市町村による災害ハザードエリアからの円滑な移転を支援するた
めの計画制度の創設

・ 災害ハザードエリアを踏まえた立地適正化計画策定による居住エ
リアの安全確保　等

（ア） コンパクトシティの強化と防災・減災対策との
連携

696億円（皆増）
・　立地適正化計画を策定して都市機能のコンパク
ト化や防災力強化に積極的に取り組む地方公共団
体を重点的・効果的に支援するため、コンパクト
シティの取組を支援する個別補助制度を創設。
（696億円）
・　同時に、インフラ整備と防災・減災のソフト対
策との一体化を図るため、立地適正化計画の策定
を開始していない地方公共団体や、居住誘導区域
に土砂災害警戒区域等のレッドゾーンを含めてい

る地方公共団体等については、一定の経過措置の
後に、コンパクトシティ支援事業（都市再生整備
計画事業）の支援対象や支援水準の見直しを行う。

（イ）治水事業におけるソフト対策の要件化
（新規制度）

・　今般の台風災害において、浸水想定区域の範囲
外でも多くの被害が発生したことを踏まえ、中小
河川についても浸水想定図・水害ハザードマップ
の作成・公表を促すため、令和2年度より、浸水
想定図の作成・公表を治水インフラ整備事業の実
施要件とする。

（ウ）防災・避難関連情報の拡充と研究開発の加速
総合流域防災事業費76億円の内数⇒80億円の内数

（＋4億円、＋5.3％）
・　河川の氾濫のみを想定した避難行動から、下水
道等からの内水氾濫も想定した避難行動を促すた
め、内水・外水一体的なリアルタイム浸水予測の
構築を図り、避難の実効性を向上させる。
　　また、レーザー・プロファイラ―技術を用い
て、浸水想定図をより簡易的に作成するための技
術開発を行う。

○技術人材の拡充
（ア）地方整備局の執行体制の強化

18,888人⇒18,989人（＋101人）
・　地方における人材面での課題・ニーズ等を踏ま
え、今般の台風災害をはじめとした大規模自然災
害からの復旧・復興や、市町村支援を通じた老朽
化対策など地域の「防災・減災、国土強靱化」の
取組の加速化・深化を図る観点から、地方整備局
の人員を増員のうえ執行体制を強化。

（注）平成13年の中央省庁再編以降、初の人員増。

（２）老朽化対策の見直し・強化
（ア）適正な管理に基づく老朽化対策
�（個別補助制度の創設、長寿命化対策のインセン
ティブ付け）

2,255億円（皆増）
・　地方公共団体が管理する道路橋梁や水門等の老
朽化対策について、より集中的・効果的に支援す
るため、新たに個別補助制度を創設。
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・　その際、地方公共団体におけるインフラ長寿命
化に向けた適切な取組みを促すため、適切な長寿
命化計画を作成することを要件とする。

・　また、道路橋梁等の老朽化対策については、イ
ンフラの集約・最適化を進める観点から、例え
ば、複数の橋梁の一部を撤去・集約する場合等も
新たに支援対象とする。

（イ） 維持管理等に係る地方単独事業との適切な役割
分担の確保

（新規）
・　これまで交付金により支援を行ってきた市道の
修繕など、比較的小規模な老朽化対策等につい
て、地域の実情を踏まえ、公共施設等適正管理推
進事業債なども活用しつつ、地方単独事業として
機動的に実施するよう見直し、交付金の更なる重
点化を図る（効率化・合理化効果500億円程度）。

（３）安全・安心の確保
（ア）戦略的海上保安体制の構築

2,178億円⇒2,254億円（＋76億円、＋3.5％）
（注）上記予算額には、「臨時・特別の措置」を含む。

・　元年度補正予算（422億円）と合わせ、引き続
き「海上保安体制の強化に関する方針」（平成28
年12月21日関係閣僚会議決定）に基づく以下の
体制強化等を推進。

（a）　尖閣領海警備体制の強化
　　・�　ヘリコプター搭載型巡視船2隻、大型巡視

船1隻の増強　等
（b）　日本海側における事案対処体制の強化
　　・　大型巡視船1隻の増強　等
（c）　海洋監視体制の強化
　　・�　高性能監視レーダーを搭載する新型ジェッ

ト機1機の増強　等
（d）　基盤整備
　　・�　体制強化に必要な定員など、差引150人の

増員
　　・�　教育訓練施設の拡充　等

（イ） 未就学児等の交通安全対策（個別補助制度の創設）
30億円（皆増）

・　「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対
策」（令和元年6月18日関係閣僚会議決定）も踏

まえ、道路管理者、地元警察、学校・保育等の教
育関係機関等及び地元住民が連携し、合意形成し
た内容に基づく交通安全対策（防護柵の設置等）
を行う場合について、それらを集中的・効果的に
支援するための個別補助制度を創設。

（ウ）セーフティネット住宅への移行の促進
（新規制度）

・��公営住宅の老朽化に伴う建替え需要が増加する
見込みの中、既存ストック活用の観点から、民間
賃貸住宅を活用したセーフティネット住宅への移
行を促進。

令和元年度まで：�セーフティネット住宅は、月額上
限4万円（国1／2、地方1／2）
の家賃低廉化補助。

↓
令和2年度以降：�公営住宅の建替えの際に、一定

数の従前入居者がセーフティ
ネット住宅へ移転する場合には、
月額上限なしで近傍同種家賃と
入居者家賃の差額（国1／2、
地方1／2）を補助。

（エ）一般会計から自動車安全特別会計への繰戻し
37億円⇒40億円（＋3億円、＋8.3％）

・　被害者保護増進事業が将来にわたって安定的・
継続的に実施されるよう、積立金の取崩し額の減
少を図るとの考え方により、40億円の繰戻しを
行う。

（４） 中長期的な成長の基盤となるインフラの
整備等

中長期的な成長基盤となるインフラについて、生産
性向上効果の高いプロジェクトを厳選して実施する。
特に、料金収入等により投資回収が可能なプロジェク
トについては、長期・固定・低利の財政投融資を積極
的に活用して、その整備を加速する。
（ア）生産性向上に資する道路ネットワークの整備

3,140億円⇒3,319億円（＋179億円、＋5.7％）
この他、財政融資　10,000億円⇒11,200億円�

（＋1,200億円、＋12.0％）
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・　整備が進む大都市圏環状道路等と一体となっ
て、物流拠点へのアクセスを強化するなど、生産
性向上に資する道路ネットワークの整備を推進。

（参考）令和2年度の主な開通予定箇所
・中部横断自動車道（富沢～六郷）
・函館新外環状道路　空港道路
・高知東部自動車道　高知南国道路

・　現下の低金利状況を活用して、料金収入により
高速道路の整備を行う観点から、（独）日本高速
道路保有・債務返済機構、各高速道路会社に対し
て財政融資（11,200億円）を行い、（1）大都市
圏環状道路の整備や（2）暫定2車線区間の4車
線化等の整備を加速。

（参考） この他、令和元年度補正予算では、新名神高速道路の6車
線化（大津～城陽、八幡京田辺～高槻区間）のため（独）
日本高速道路保有・債務返済機構に対して5,500億円の
財政融資を措置。

（イ）都市鉄道ネットワークの充実
都市鉄道利便増進事業費補助等�168億円の内数

⇒172億円の内数（＋4億円、＋2,4％）
この他、財政融資　1,148億円（皆増）

・　大都市圏の中心部における移動の円滑化、通
勤・通学混雑の緩和、国際空港へのアクセス強化
等に資する都市鉄道ネットワークの充実や一層の
利便性向上を図るため、都市鉄道整備を推進。

・　財政融資（1,148億円）を積極的に活用して、
なにわ筋線の整備を促進。

（ウ）首都圏空港（羽田空港・成田空港）の機能強化
814億円⇒1,046億円（＋232億円、＋28.5％）

【自動車安全特別会計（空港整備勘定）】
この他、財政融資　1,500億円⇒4,000億円�

（＋2,500億円、＋166.7％）
・　羽田空港においては、滑走路の耐震性の強化等
を着実に進めるとともに、アクセス利便性の向上
を図るため、空港アクセス鉄道の基盤施設整備に
着手する。

・　現下の低金利状況を活用して、料金収入等によ
り整備を行う観点から、財政融資（4,000億円）
を行い、成田空港の第3滑走路の新設等の更なる
機能強化を実施。

（注） なお、令和元年度の財政融資1,500億円は、新関西国際
空港株式会社に対するもの。

「安心と成長の未来を拓く総合経済対策（令和元年12月5日閣議決定）」
におけるインフラ関連の財政投融資

元年度補正 2年度当初 計
高速道路の整備加速 5,500億円 11,200億円 16,700億円
成田空港の更なる機能強化の
促進 ― 4,000億円 4,000億円

都市再開発・物流施設の整備
加速 1,603億円 5億円 1,608億円

空港等に直結する都市鉄道の
整備加速 ― 1,166億円 1,166億円

　うち、なにわ筋線 ― 1,148億円 1,148億円
　うち、北港テクノポート線 ― 18億円 18億円
鉄道バリアフリー・連続立体
交差の加速 1,200億円 ― 1,200億円

無電柱化の加速・送電網の�
整備支援 1,700億円 ― 1,700億円

合　計 10,003億円 16,371億円 26,374億円

（エ）整備新幹線の着実な整備
792億円⇒804億円（＋12億円、＋1.5％）

・　平成27年1月の政府・与党申合せに基づく令
和4年度までの開業を確実にするため、北陸新幹
線・九州新幹線の事業費増加を受けた対応とし
て、更なる貸付料財源の活用に加えて、国費を増
額。

（オ）国際コンテナ戦略港湾の機能向上
442億円⇒446億円（＋5億円、＋1.0％）

・　国際コンテナ戦略港湾（京浜港・阪神港）につ
いて、

（a）�　国際コンテナ戦略港湾政策の政策効果や利用
見通し等について、国土交通省が設置する国際
コンテナ戦略港湾政策推進ワーキンググループ
（仮称）において、毎年度検証することを、ハー
ドの整備の前提とする。

（b）�　既存ストックを最大限活用する観点から、ソ
フト対策をAIやデータ連携による港湾物流の生
産性向上に重点化する。

（カ）フラット35S等における既存住宅の活用促進等
270億円⇒287億円（＋18億円、＋6.5％）

・　省エネ性などに優れた住宅向けの金利を支援す
る「フラット35S」（長期固定金利の住宅ローン）
等について、

（a）�　省エネを促進して環境性能に優れた住宅を増
やすため、環境に関する要件基準を引き上げ。

（b）�　人口減少が進み空き家が増加する中で、既存
住宅の活用を促進するため、中古住宅の購入に
際して性能向上リフォームを行う場合の支援に
ついて、要件を緩和。
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（キ） 訪日外国人旅行者数4000万人目標の達成に向
けた観光施策の推進

500億円⇒540億円（＋40億円、＋8.0％）
（注）上記予算額には、皇室費計上予算（三の丸尚蔵館の整備）も含む。

・　訪日外国人旅行者数4000万人等の目標達成に
向け、国際観光旅客税の税収540億円を活用し、
主要玄関口である成田、羽田、関西空港において
搭乗手続きの「顔パス化」など最先端のストレス
フリー環境を整備するとともに、ナイトタイムの
活用や国際競争力の高いスノーリゾートの形成に
向けたコンテンツ造成、京都御苑の受入環境の整
備などを促進。

（５）ITを活用した省人化・省力化
（ア）新技術の導入促進
技術研究開発調査費12億円の内数⇒13億円の内数

（＋1億円、＋5.0％）
・　公共工事の建設現場における労働生産性向上の
ため、生産性向上に資する5G等を活用した「無
人化施工技術」等について、現場実証を行い、技
術開発参入を促進。

４． 令和2年度の「臨時・特別の措置」
の概要

（１） 消費税率引上げに伴う住宅の需要変動へ
の対応（すまい給付金）

1,145億円
・　令和元年10月の消費税率引上げに伴う住宅に
ついての需要変動を平準化し、住宅市場の安定化
を図るため、住宅ローン減税の効果が限定的な所
得層を対象とするすまい給付金について、令和2
年度においても継続的に実施（すまい給付金は令
和3年12月末まで）。

（２） 「防災・減災、国土強靱化のための3か年
緊急対策」として必要な対応

6,907億円
（公共6,802億円、非公共105億円）

・　平成30年12月に策定された「防災・減災、国
土強靱化のための3か年緊急対策」に沿って、

ハード・ソフトの対応を進める。
（参考）実施する緊急対策の具体事例
・ 　河川における堤防決壊を防止するための合流部等の堤防強
化や洪水氾濫の危険性が特に高い区間の樹木伐採・河道掘削
・ 　広域交通を担う幹線道路等における土砂災害の発生を防止
するための道路法面・盛土等の対策
・ 　主要な防波堤における高潮等のリスクに対する安全性確保
のための消波ブロックの嵩上げ等の対策
・ 　気象・地震等の監視・予測体制の強化のため、気象レー
ダーや地域気象観測システムといった施設を整備
・ 　洪水や土砂災害に係るハザードマップの作成について地方
公共団体を支援

東日本大震災からの復旧・復興予算

東日本大震災からの復旧・復興に関しては、その全
額が東日本大震災復興特別会計に一括して計上されて
おり、国土交通省関係については、3,662億円となっ
ている。
このうち、被災地の復旧については、公共土木施設

等（河川、海岸、道路、港湾、下水道等）の災害復旧
等事業費として、復旧の進度に応じて625億円を計上
している。また、被災地の復興については、復興道
路・復興支援道路の整備や被災地の港湾整備など、被
災地の復興に向けた各種事業を引き続き推進すること
としており、3,036億円を計上している。
〈主な事業〉
道路（復興道路・復興支援道路の整備等）�
� 1,662億円
港湾（被災地の港湾整備）� 101億円
治水（被災地の河川の津波対策等）� 13億円
社会資本整備総合交付金�
（市街地整備に伴う道路整備等）� 1,198億円
地域公共交通の確保� 7億円
東北地方の観光復興対策� 34億円
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