
 

 
 

 
 
 

平成２８年度 
 

鉄道局関係補正予算（第２次）配分概要 
 
 
 
 

目      次 
 
 
 

Ⅰ．平成２８年度鉄道局関係補正予算（第２次）配分方針・・・・・・・・１ 
 
 

Ⅱ．平成２８年度補正予算（第２次）配分総括表・・・・・・・・・・・・１ 
 
 

Ⅲ．事業別概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 
  
 

Ⅳ．配分箇所の具体事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
 
 

Ⅴ．補正予算（第２次）配分概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
 
 
 
 

平成２８年１０月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 1 - 
 

 
Ⅰ．平成２８年度鉄道局関係補正予算（第２次）配分方針 
 
   平成２８年度鉄道局関係補正予算（第２次）の配分に当たっては、「未来への投資を

実現する経済対策」（平成２８年８月２日閣議決定）に基づき、「２１世紀型のインフ

ラ整備」、「地方の支援」及び「熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防

災対応の強化」を推進するため、以下の事業について配分を行うこととする。 

 
１．「２１世紀型のインフラ整備」  

   （１）都市鉄道整備事業     ： １７，６６７百万円 

   （２）鉄道駅総合改善事業    ：  ２，５４４百万円 

 

２．「地方の支援」  
   （１）鉄道防災事業       ：    ５５２百万円 

   （２）鉄道施設総合安全対策事業 ：  ７，１７９百万円 

 

３．「熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化」  
   （１）都市鉄道整備事業     ：  ４，１０７百万円 

   （２）鉄道施設総合安全対策事業 ：  ４，９５６百万円 

  
   
 
Ⅱ．平成２８年度補正予算（第２次）配分総括表 
 

 
 
 
 

[総事業費] （単位：百万円）

本省配分 本省配分 本省配分 本省配分

都市・幹線鉄道整備事業

　都市鉄道整備事業

　　補助 17,667 0 4,107 21,774

　鉄道駅総合改善事業

　　補助 2,544 0 0 2,544

　鉄道防災事業

　　補助 0 552 0 552

　鉄道施設総合安全対策事業

　　補助 0 7,179 4,956 12,135

合 計 20,211 7,731 9,063 37,005

区 分

21世紀型の
インフラ整備

地方の支援
熊本地震や東日本大震
災からの復興や安全・
安心、防災対応の強化

合計
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Ⅲ．事業別概要 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．「２１世紀型のインフラ整備」

（１）都市鉄道整備事業(地下鉄の整備推進) 事業費１７，６６７百万円

（２）鉄道駅総合改善事業（鉄道駅のバリアフリー化等対策） 事業費２，５４４百万円

２．「地方の支援」

（１）鉄道防災事業(青函トンネルの機能保全) 事業費５５２百万円

（２）鉄道施設総合安全対策事業（老朽化、地域鉄道安全対策） 事業費 ７，１７９百万円

３．「熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化」

（１）都市鉄道整備事業(地下鉄の耐震・浸水対策) 事業費４，１０７百万円

（２）鉄道施設総合安全対策事業（鉄道施設の耐震対策） 事業費４，９５６百万円

首都直下地震・南海トラフ地震等の大規模地震に備え、地震時において、鉄道ネッ
トワークの維持や一時避難場所としての機能の確保等を図るため、主要駅や高架橋
等の耐震補強を推進する。

すべての利用者が安全かつ快適に移動できるよう、エレベーター等の整備による地
下鉄のバリアフリー化や新線建設等を推進する。

鉄道駅のバリアフリー化や駅機能の改善等により鉄道利用者の安全性、利便性の向
上を図るため、エレベーターやホーム拡幅等の整備を推進する。

開通以来30年弱が経過した青函トンネルは海底下という過酷な環境にあるため、設
備に著しく劣化が生じており、設備の改修・更新を行うことにより青函トンネルの
機能維持を図り、北海道と本州間の円滑かつ安定した人流や物流機能を確保する。

鉄道施設には法定耐用年数を越え、老朽化が進行しているものが多くあることを踏
まえ、施設の老朽化対策及び地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新を緊急に実
施し、地域における重要な人流・物流の手段である鉄道の安全・安定輸送を確保す
る。

首都直下地震・南海トラフ地震等の大規模地震や河川の氾濫等に備え、地下鉄駅の
高架橋等の耐震補強や浸水被害が予想される駅の出入口、トンネル等の浸水対策を
推進する。
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Ⅳ．配分箇所の具体事例 
 

 

１．「２１世紀型のインフラ整備」

事業名・事業主体 箇所名 配分額 事  業  概  要

百万円

〈都市鉄道整備事業〉

　 　　　福岡市交通局 七隈線 3,570

〈鉄道駅総合改善事業〉

　（形成計画事業）

　　　西院駅周辺地域整備協議会 西院駅 600

　（大規模バリアフリー化事業）

　　　ＪＲ四国 伊予西条駅 250

２．「地方の支援」

事業名・事業主体 箇所名 配分額 事  業  概  要

百万円

〈鉄道防災事業〉

　　独立行政法人鉄道建設・ 青函トンネル 552

　　運輸施設整備支援機構

〈鉄道施設総合安全対策事業〉

　（老朽化対策事業）

　　神戸電鉄（株） 有馬線 24

　（地域鉄道安全対策事業）

　　豊橋鉄道（株） 渥美線 487

東田本線

３．「熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化」

事業名・事業主体 箇所名 配分額 事  業  概  要

百万円

〈都市鉄道整備事業〉

　　横浜市交通局 ブルーライン 2,579

〈鉄道施設総合安全対策事業〉

　（耐震対策事業）

　　　北総鉄道（株） 北総線 753 首都直下地震等に備え、高架橋等
の耐震補強を実施する。

都市中心部の移動の円滑化等を図
るため、福岡市七隈線延伸事業
（天神南～博多間）を推進する。

エレベーター付き跨線橋等を整備
することにより、バリアフリー化
を図る。

青函トンネルの機能保全のための
火災検知装置等の更新を実施す
る。

首都直下地震等に備え、地下鉄駅
の高架橋等の耐震補強を実施す
る。

将来的な維持管理費用を低減に資
する橋りょうの補強・改良を支援
する。

安全な鉄道輸送を確保するために
地域鉄道事業者が行う安全性の向
上に資する設備の更新を支援す
る。

バリアフリー化等を図るととも
に、生活支援機能施設を整備する
ことにより、駅機能の高度化を図
る。
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Ⅴ．平成２８年度鉄道局関係補正予算（第２次）配分概要

区 分 線 名 等 事業費 備考

（百万円）

都市鉄道整備事 東京都（耐震対策、大規模改良） 4,702

業 横浜市（耐震対策） 2,579

名古屋市（耐震対策、浸水対策、大規模改良） 722

大阪市（浸水対策） 286

神戸市（大規模改良） 179

福岡市（七隈線延伸） 3,571

東京地下鉄㈱（浸水対策、大規模改良） 9,734

計 21,774

鉄道駅総合改善 地域公共交通活性化・再生法法定協議会

事業 （ＪＲ東日本関内駅) 450

（阪急電鉄・京福電気鉄道西院駅） 600

しなの鉄道（小諸駅） 400

ＪＲ東日本（小諸駅） 254

ＪＲ西日本（栗東駅） 335

山陽電気鉄道（江井ヶ島駅） 255

ＪＲ四国（伊予西条駅） 250

計 2,544

鉄道施設総合安 （老朽化対策）

全対策事業 北海道旅客鉄道㈱（函館線・千歳線・根室線） 255

ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱（銀河鉄道線） 51

わたらせ渓谷鐵道㈱（渓谷線） 27

箱根登山鉄道㈱（本線） 18

湘南モノレール㈱（江の島線） 18

御岳登山鉄道㈱（御岳登山鉄道線） 24

大井川鐵道㈱（大井川本線） 24

伊豆急行㈱（伊豆急行線） 249

神戸電鉄㈱（有馬線） 24

智頭急行㈱（智頭線） 51

四国旅客鉄道㈱（予讃線・内子線） 141

（耐震対策）

京浜急行電鉄（株）（本線） 321

京成電鉄（株）（京成本線） 351

小田急電鉄（株）（小田急多摩線） 159

成田空港高速鉄道（株）（成田空港高速鉄道線） 477

千葉ニュータウン鉄道（株）（北総線） 105

東葉高速鉄道（株）（東葉高速線） 144

北総鉄道（株）（北総線） 753

東武鉄道（株）（野田線） 12

秩父鉄道（株）（秩父本線・三ヶ尻線） 60

衣浦臨海鉄道（株）（碧南線） 21

愛知環状鉄道（株）（愛知環状鉄道線） 90

京阪電鉄（株）（京阪本線） 51

北大阪急行電鉄（株）（南北線） 102

阪急電鉄（株）（宝塚線・京都線・神戸線・今津線) 471

阪神電鉄（株）（本線） 123

近畿日本鉄道（株）（大阪線・奈良線・京都線） 501

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 420

九州旅客鉄道（株）（日豊線） 24

西日本鉄道（株）（天神大牟田線） 771
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（地域鉄道安全対策）

秋田内陸縦貫鉄道（株） 209

会津鉄道（株） 111

阿武隈急行（株） 53

弘南鉄道（株） 2

由利高原鉄道（株） 29

福島交通（株） 181

上田電鉄（株） 101

北陸鉄道（株） 204

万葉線（株） 73

富山ライトレール（株） 20

秩父鉄道（株） 154

関東鉄道（株） 215

真岡鐵道（株） 64

小湊鉄道（株） 13

上信電鉄（株） 71

いすみ鉄道（株） 21

ひたちなか海浜鉄道（株） 108

銚子電気鉄道（株） 15

伊豆箱根鉄道（株）大雄山線 59

三岐鉄道（株） 250

えちぜん鉄道（株） 280

伊豆急行（株） 291

伊豆箱根鉄道（株）駿豆線 82

豊橋鉄道（株） 487

明知鉄道（株） 9

樽見鉄道（株） 36

神戸電鉄（株） 491

近江鉄道（株） 378

阪堺電気軌道（株） 15

和歌山電鐵（株） 295

北条鉄道（株） 18

紀州鉄道（株） 3

北神急行電鉄（株） 323

一畑電車（株） 226

井原鉄道（株） 31

広島電鉄（株） 87

錦川鉄道（株） 38

土佐くろしお鉄道（株） 155

とさでん交通（株） 11

肥薩おれんじ鉄道（株） 260

松浦鉄道（株） 176

平成筑豊鉄道（株） 64

島原鉄道（株） 217

くま川鉄道（株） 24

筑豊電気鉄道（株） 70

長崎電気軌道（株） 195

甘木鉄道（株） 82

計 12,135

鉄道防災事業 青函トンネル（変電所設備、通信施設等） 552

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

（注２）本表は予定額である。


