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総合交通政策検討会議（第６回）議事録 

日時：平成２９年１２月２５日（月）10:00～11:55 

場所：ホテルポールスター札幌 ２階 セレナード 

 

 

（柏木室長） 

皆様、おはようございます。ただいまより、「総合交通政策検討会議」の第６回会合

を開催いたします。本日は、大変お忙しい中、ご出席をいただき誠にありがとうござい

ます。事務局を担当しております、北海道総合政策部物流港湾室長の柏木です。よろし

くお願いします。本日の会議は２時間程度といたしまして、１２時頃の終了を予定して

おりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、開催に当たりまして、山谷副知事からご挨拶申し上げます。 

 

（山谷副知事） 

皆様、おはようございます。本日は、お忙しい中、「第６回総合交通政策検討会議」

にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

前回の検討会議におきまして、新たな指針の骨子案をお示しし、皆様から、重点的な

戦略設定の必要性や指針の方向性の明確化といった原案の整理に向けたご意見を多数

賜り、改めて感謝申し上げます。 

今月１７日には、関係者の皆様にご協力をいただきながら、鉄道をテーマに公共交通

ネットワークフォーラムを開催したところでございますが、日曜にも関わらず３００名

を越える多くの方々にお集まりいただくなど、改めて、鉄道を含む公共交通への関心の

高さを感じたところであります。また、一定の方向性を共有できる大変良い場になった

のではないかと思ったところでもあります。 

さて、本日お配りをさせて頂きましたのは北海道交通政策指針（仮称）の原案であり

ます。これは前回、皆様からご意見をいただいたこと、現時点で整理できることをきち

んと整理しようということでまとめさせていただきました。この時点で大変ボリューム

をもったものになったと思っております。これは目標年次としている２０３０年度は、

北海道新幹線の札幌開業が予定されるなど、大きな転換期に向かって２０３０年までの

間に、どのようなことが想定され、それに対し、オール北海道でどう取り組んでいくの

か、皆さんのお力をお借りしながら北海道の活性化に結びつくよう取り組んでいくべき

か。そうした問題点、意識から様々な検討を加えて、本道が進むべき方向を示す羅針盤

となるよう、さらに検討を深めてまいりたいと考えているところであります。 

本日は、これまでのご議論を踏まえ、指針の原案をお示しをし、引き続き、様々な観

点からご議論を頂戴して、さらなる検討に結びつけていきたいと考えているところであ
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ります。 

また、地域のところの３つの区分でエリアを設定して整理をしている中に、鉄道のあ

り方については、今回、石井会長、岸座長にもご相談にのっていただいたが、年明けに、

鉄道ネットワークワーキングチーム・フォローアップ会議を開催し、集中審議をいただ

きたいと考えているところであります。そうした意味で中途半端なものを記載しても仕

方がないということで、そこは空欄にしておりますが、それを議論する上で必要な議題

があればしっかりと取りまとめて、そこに盛り込んでいくということであるので、今後

も精査をして、成案へと向かってまいりたいと考えておりますので、皆様にはそれぞれ

のお立場から活発なご議論を頂戴し、本会議を実のあるものにしていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（柏木室長） 

本日の委員の出席状況でございますが、委員１２名のうち、１１名にご出席いただい

ておりますことから、会議が成立していることをご報告いたします。 

次に、配付資料の確認をさせていただきます。配席図、議事次第、出席者名簿、それ

から資料１－１、１－２、１－３、資料２－１、２－２、２－３、資料３－１、３－２、

参考資料１を配付させていただいております。資料の不足がございましたら、事務局に

お知らせ願います。それではここからは、岸座長の進行により進めていただきます。岸

座長よろしくお願いします。 

 

（岸座長） 

それでは、議事に入ります。 

議事（１）から（３）について、まずは事務局からご説明をいただいた後で、その後、

意見交換に入りたいと思います。 

まず、議事（１）「北海道交通政策指針（仮称）の原案」、議事（２）「北海道物流・

港湾ビジョン（仮称）の検討状況」、議事（３）「北海道航空ネットワークビジョン（仮

称）の検討状況」について、それぞれ、事務局からご説明をお願いします。 

 

（河内課長） 

交通企画課の河内でございます。 

それでは資料１－１、北海道交通政策指針原案の概要についてご説明をいたします。

前回、１１月２０日に開催した第５回会議では、指針の骨子案についてご議論いただき

まして、これまでのご議論、あるいは皆様からのご意見などを踏まえて、今回原案をと

りまとめましたので、ご説明を申し上げます。 

なお、前回の会議での主な意見については、参考資料１として配布しておりますので、

後ほどご覧いただきたいと思います。 
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それでは資料１－１、指針原案の概要をご覧ください。 

タイトルの下には、ヒトとモノの流れが加速する、北海道の新たなステージを創る、 

安全・安心、便利で快適な交通ネットワークを道民みんなで実現する、といった、指針

の基本スタンスを掲げてございます。 

１の「策定の趣旨」でありますが、北海道新幹線の開業やインバウンドの急増、ＪＲ

北海道の事業範囲の見直しなど、交通を取り巻く環境変化に的確に対応しながら、行政、

交通事業者、道民などが一体となって施策を推進し、本道のさらなる発展を支える交通

ネットワークを実現するため指針を策定するものであります。計画期間は北海道新幹線

の札幌開業が予定される 2030年度までとしております。 

２の「交通ネットワークの現状と課題」では、人口減少が進む中、持続可能な公共交

通や物流の確保をどう図っていくか。広域分散型の地域構造にある本道において、円滑

に移動・輸送できる交通ネットワークの形成をどう進めるか。また、バスやトラック運

転手など、交通・物流を担う労働力の不足や激甚化する災害への対応。ＪＲの事業範囲

の見直しや道内７空港の一括民間委託など様々な環境変化に的確に対応した、陸海空の

ネットワーク強化。急増するインバウンドへの対応や道産食品など国際貨物の需要に対

応した物流ネットワークの強化など、ヒトとモノの動きを加速する取組等を課題として

掲げています。 

それから３の「交通ネットワーク形成の基本的な考え方」では、2030 年頃を見据え

た目指す姿として、世界と地域をキーワードとしまして、「世界をひきつけ、地域の未

来を創る交通ネットワークの実現」を掲げておりまして、その上で、本道の公共交通が

直面する課題などを踏まえ、「世界をつなぐ」など４つの施策の基本方向を設定し、人

流と物流が一体となった効率的・効果的な施策を展開するとともに、５つの重点戦略に

より、本道のさらなる発展を加速していくものとしております。 

４の「道民の暮らしや経済活動を支える公共交通ネットワーク」は広大で広域分散型

の本道において、地域づくりと一体となった交通政策を効果的に展開していくため、骨

子から新たに加えた項目でございます。本年３月の地域公共交通検討会議で示された

「幹線、広域、生活圏」の３つの階層を基本として、一定のエリアを「道央・道南」、

「道北」、「道東」の３つの交通ネットワーク形成圏として設定し、各圏域の現状と課題

を踏まえ、今後の交通の方向性を定めております。具体的な内容は、後ほど指針の本体

でご説明いたします。 

それから５－１の「重点戦略」は、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックや

民族共生象徴空間の開設、空港運営の一括民間委託などを見据え、指針策定後の３年間

は、交流人口の一層の拡大が期待されるなど、本道の確かな発展を支える重要な時期で

ありますことから、３年間で集中的に取り組む施策をまとめてございます。 

骨子では、インバウンド加速化など４つのテーマをお示ししましたが、今回５番目の

「災害に強い交通戦略」を独立させ、５つの戦略として設定し、効果的な施策展開を図
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ることで、将来を見据えた戦略的な交通ネットワークの実現を目指していくこととして

います。個別の内容については、後ほど指針本体でご説明いたします。 

それから５－２は施策展開でございます。2030年まで長期的に取り組む施策であり、

４つの柱の趣旨は骨子と同様でありますが、骨子から若干表現を変更しています。それ

からご意見などを踏まえまして、各施策の整理を行っているところであり、真ん中の現

状と課題を踏まえながら、人流と物流が一体となって進める施策を取りまとめていると

ころであります。 

１番の「世界をつなぐ」は、グローバル化に対応した交通・物流ネットワークの充実

強化に向けて、右側の施策のポイントで記載していますが、成長する LCCなど国際航空

路線やクルーズ船の戦略的誘致、鉄道と航空路線の連携による新たな広域周遊ニーズの

創出などを掲げております。 

２番目の「競争から共生へ」は、事業者等の連携による移動の円滑化、輸送の効率化

の促進に向けて、鉄道とバスなど交通機関の連携によるスムーズな移動の実現、駅や空

港など交通結節点からのアクセス交通の整備を掲げております。 

３番目の「地域をささえる」は、人・地域を支える持続可能なネットワークの構築に

向けて、まちづくりと連携した持続的で、地域に最適な交通ネットワークの構築、ヒト・

モノのコラボによる過疎地域等での確実な移動及び輸送の確保などであります。 

４番目の「リスクに備える」は、災害に強く、生産性の高い交通・物流の実現に向け

て、代替交通も含む防災・減災対策の強化と国土強靱化への貢献、災害発生時の連携体

制強化・情報提供機能の充実、次世代を担う輸送人材の確保・育成などに取り組むもの

でございます。具体的内容は、後ほど本体をご覧いただきたいと思います。 

最後に、７と８の推進体制と点検・評価は、多様な主体が相互に連携・補完するとと

もに、それぞれの役割を果たしながら、関係者が一体となって、施策の展開を図ること

としています。また、重点戦略については、目標を設定するとともに、ＰＤＣＡサイク

ルに基づいて、定期的に施策の点検・評価を行うこととしており、さらに、交通を取り

巻く環境変化に的確に対応するため、毎年度、進捗状況を把握し、運輸交通審議会でご

審議をいただきながら、計画的な推進に努めるとともに、必要に応じて柔軟に見直しを

行うこととしております。 

次に指針の本体、資料１－２は大冊となっておりますが、特に、重点戦略と交通ネッ

トワーク形成圏についてご説明をしたいと思います。 

６ページから、５つの重点戦略ごとに取組をまとめています。７ページの「インバウ

ンド加速化戦略」では、戦略の考え方といたしまして、交流人口の飛躍的な拡大をリー

ドし、世界のヒトが行き交い、北海道にインパクトをもたらす交通の実現を目指し、航

空路線の誘致など、インバウンド、アウトバンド双方の観点から交流人口を大幅に拡大

する取組や全道各地をスムーズにつなぐアクセス整備など、観光客の周遊を促す取組を

進めるものであります。 
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８ページの「国際物流拡大戦略」では、北極海航路など、世界をつなぐダイナミック

な物流ネットワークの実現を目指し、戦略的な国際航空路線や国際航空貨物の拡大など、

海外成長力の取り込みとものづくり産業・食関連産業等の集積促進など、道内産業の活

性化・高度化を進めることとしております。 

９ページの「シームレス交通戦略」では、鉄道やバスなど公共交通の連携による利便

性が高くストレスのない移動の実現を目指し、交通事業者や関係団体、自治体などの連

携促進・強化により、ドイツの運輸連合の話も会議で話題になったところでありますが、

運行ダイヤの調整など利便性の向上に向けた取組をモデル的に進めるとともに、住民の

意識改革により、公共交通の利用促進・定着を図るものであります。 

１０ページの「地域を支えるヒト・モノ輸送戦略」では、人口減少のもとでも、地域

のくらし、産業を支える安定的かつ持続的な交通・物流ネットワークの確保を目指して、

貨客混載輸送の拡大や、交通を担う人材確保・育成など、ヒトとモノの輸送の連携・効

率化、自動走行やドローン輸送などの技術革新の活用、ラストワンマイルの共同輸送な

ど、事業者や地域が連携したモノの輸送の効率化などを進めるものであります。 

１１ページの「災害に強い交通戦略」では、地域や交通事業者の連携により、災害時

にも安心できる信頼性の高い交通の実現を目指して、昨年設置した「交通・物流連絡会

議」を発展させ、災害時に迅速・的確に対応できる交通・物流関係者などの連携強化や 

インバウンドをはじめとした来道者が増加する中で、災害時にも安心して旅行を続けら

れる情報提供体制の強化などを進めるものであります。 

次に、１２ページは、道民の暮らしや経済活動を支える公共交通ネットワークについ

て掲げております。交通ネットワークは、周辺エリアと密接につながっており、広域的、

全道的な観点からも捉えていくことが重要であることから、下の表の、北海道型公共交

通ネットワークの基本イメージにある幹線、広域、生活圏の３つの階層を基本として、

３つの交通ネットワーク形成圏を設定し、各圏域において、関係者が一体となって取組

を進め、北海道全体の活性化を促進する交通ネットワークの実現を図るものでございま

す。１３ページの地図でエリアを示しておりますが、例えば、１つ目の「道央、道南」

は新千歳空港や新函館北斗駅の二大ゲートウェイをはじめ、国際拠点港湾などにより、

国内外から多くのヒトやモノを呼び込む役割を果たしており、将来的には、圏域内の循

環を促進する交通ネットワークの整備を進め、他の圏域にも効果を波及させ、本道経済

を牽引することが期待されるところであります。 

「道北」は、豊かな自然環境などを活かし、積極的に交流人口を呼び込み、隣接する

圏域との連動により、地域の活力を増幅させ、本道経済の活性化を一層促進する。ある

いは「道東」は、北見、網走、帯広、釧路といった都市間移動や観光資源を巡る広域周

遊を支える交通ネットワークの循環を強化し、本道経済の活性化を加速することが期待

されるところございます。 

１４ページからは、３つの圏域ごとに、地域の現状と課題、地域づくりの方向性、交
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通の現状と課題、今後の方向性を整理しております。 

例えば、１７ページの道央・道南地域の今後の方向性では、インバウンドなどへの対

応として、空港や新幹線駅などの交通結節点から主要都市や観光地等へスムーズに移動

できるよう、快速エアポートの増便や空港からの連絡バスの充実といったネットワーク

の拡充など、また、地域住民の円滑な移動の確保として、住民の公共交通利用に向けた

意識醸成を図るとともに、通学や通院などの日常生活を支える生活交通の維持・確保な

どを掲げてございます。また、その下には、各交通モードの方向性をお示ししておりま

すが、鉄道については、年明けに開催予定の「鉄道ワーキングチーム・フォローアップ

会議」の検討結果を踏まえて、記載することとしております。 

なお、２６ページからは、具体的な施策展開を記載しており、2020 年度までの３年

間で集中的に取り組む重点戦略については、実効性を担保するため、誰が何をするのか

という観点で、内容を整理しており、様々な関係機関の連携で取組を推進していきたい

と考えております。 

また、３８ページからは 2030 年度までに着実に取り組む施策について、現状と課題

や主な施策を、「世界をつなぐ」など４つの柱毎に記載しているので、後ほどご覧いた

だきたいと思います。 

それから、資料１－３として指針策定に向けた今後のスケジュール（案）をつけてお

りますが、これにつきましては後ほどご説明をしたいと思います。 

説明は以上でございます。 

 

（鈴木参事） 

続きまして北海道物流・港湾振興ビジョンの検討状況について説明させて頂きます。

資料２－１をご覧ください。北海道物流・港湾振興ビジョン（仮称）の構成案を示して

います。構成としては、１．考え方、２．取り巻く状況、３．目指す姿によりまして、

その次の４番として施策展開といたしまして、「Ⅰ 国内外をつなぐネットワークの充

実・強化」、「Ⅱ 産業を支える効率的な物流の確保」、「Ⅲ 暮らしを支える安全・安心な

物流体制の構築・拠点の形成」とし、それぞれに施策の内容を記載しています。また、

５番として道内各港湾の取組の方向性として取りまとめています。これは、道内各港湾

の地理的条件や背後圏産業などの特色に応じた港湾振興の方向性について港湾毎にま

とめたものであります。 

次に資料２－２をご覧ください。資料２－１の構成案に示した施策展開について、交

通政策指針との対応を取りまとめたものです。 

左側は物流・港湾振興ビジョンの施策でございまして、右側が交通政策指針における

物流港湾に関する施策をまとめております。物流・港湾振興ビジョンの施策展開は、こ

こに記載のとおり交通政策指針の施策展開と重複しています。これまでの検討会議によ

る議論の中では、人流と物流を重ね合わせた議論が必要であり、一体的に整理すること
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が必要。また、港湾振興に関しても指針と重複している。道内各港湾のめざす方向につ

いては記載方法を整理する必要があるとの意見をいただいていたところであります。 

交通政策指針は、総合的な施策の推進を図る観点から取りまとめていますので、物

流・港湾ビジョンに関する施策についても、全て取り込んでまとめています。 

また、物流・港湾ビジョンに関するもので交通政策指針に取り込まれていない箇所は、

資料２－１の５番「道内各港湾の取組の方向性」であり、それにつきましては資料２－

３にその内容を示しております。資料２－３におきましては、道内各港湾における地理

的条件や背後圏産業などの特色に応じた取組の方向性を記載したもので、例えば室蘭港

におきましては「産業や観光を支える拠点」というような内容で取組の方向性等につい

てまとめております。以下、重要港湾につきましては、それぞれ取組の方向性を取りま

とめたものとなっております。 

資料についての説明は以上です。 

 

（中島課長） 

「北海道航空ネットワークに関するビジョン（仮称）」の原案について説明いたしま

す。 

資料３－１ をご覧ください。ビジョンの原案につきましては、石井先生を委員長と

いたします航空ネットワーク検討会議を３回開催して議論を重ねて参りました。その議

論をベースに上位計画である北海道交通政策指針との整合性を確保しながら、原案を事

務局で取りまとめております。この原案につきましては、本日、午後３時から開催され

ます第４回目の航空ネットワーク検討会議において審議される予定です。 

それでは概要についてでありますが、まずビジョンの策定趣旨についてであります。

将来にわたり北海道の航空ネットワークを持続的に発展させていくためには、航空会社

をはじめ多様な主体が将来像を共有し、これまで以上に連携・協働した取組を進めてい

く必要があることから、北海道における航空ネットワークのめざす姿とその実現に向け

た方策を明らかにする目的でこのビジョンを策定しております。 

ビジョンの性格については、先程、事務局から説明がありました「北海道交通政策指

針」の施策別計画と位置付けているものでありまして、計画期間につきましても指針に

基づき、北海道新幹線の札幌開業が予定される 2030（平成４２）年度までを計画期間

とし、その間、必要に応じて見直しを行うこととしています。 

２番目、航空を取り巻く状況でございますが、これについては世界の航空輸送の現状

や、日本の主な航空政策、北海道における航空ネットワークの状況についてまとめてい

ます。 

具体的には、世界の旅客数の増加や需要予測ですとか日本におけるオープンスカイな

ど様々な取組。それから本道における路線や旅客数の状況などについて記載していると

ころです。 
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こういった現状認識に基づきまして、北海道において、どのような航空ネットワーク

の姿をめざしていくのかということが、次のページの「３ めざす姿」です。めざす姿

として「未来をリードする Hokkaido 型航空ネットワークの実現」を掲げまして、これ

により北海道の経済を牽引するとともに、道民の暮らしや医療を守ることを、「めざす

姿」としています。 

具体像には、３色の丸印で記載しているとおり、航空ネットワークの３層構造をしっ

かり構築しながら、そういったものの実現に向けた航空ネットワークづくりということ

でございまして、まず左の絵、世界の成長力を取り込むダイナミックな国際路線。それ

から中ほどの絵、リーズナブルな運賃など利便性の高い道内路線。それから右側、全国

をカバーし交流人口を拡大させる国内路線の３つの３層構造を示すとともに、その実現

に向けて、関係者が共有すべき５つの視点を下に掲げております。 

まず、経済・産業をリードするため、「新たな人の流れをつくるネットワークの形成」。

それから、「海外・道外へ向けた航空貨物輸送の拡大」。安心な暮らしを次世代へつなげ

るための「生活と医療を支える路線の維持・確保」。利用者本位の空港へ！ということ

で、「空港の機能強化と利便性向上」。そして、めざす姿を実現するための推進エンジン

として「地域と一体となった戦略的な空港間連携」というものを施策として展開してい

くという全体像をお示ししています。 

 それ以下、４番目からは今述べたものを５つの視点にもとづいた具体的な施策の展開

ということでありますが、簡単に言いますと地域協働モデルの構築ですとか、あるいは

トライアル運航の実施、それから輸出・物流については新千歳を中心とした国際輸出、

それから国内輸出。貨物についても物流貨物のモデルの構築。あるいは離島を守る。そ

れから離島ではないけれども代替交通機関が限られる地域の路線維持。そして、新千歳

空港を中心とした機能強化。地方空港の持続的な管理・運営と活性化。それから利用者

本位ということでは、コンシェルジュ機能の充実。こういったものを掲げております。

それから次のページ、地域と一体となった戦略的な空港間連携ということで、やはり一

括民間委託を見据えまして、ＳＰＣとの連携。それから北海道航空振興基金を活用した

各種事業。こういったものを使いながら圏域での空港間連携を推進して空港の機能を最

大限発揮していくという政策を展開してきたいと思います。 

それから施策の数値目標として、「国内線利用者数」、「国際線利用者数」、「離島路線

の利用者数」、「国際貨物の年間取扱量」の４項目を設定しています。 

「国際線利用者数」、「離島路線の利用者数」、「国際貨物の年間取扱量」については、既

に道が公表している各種計画の数値でありまして、当面は既存の数値目標を目標として

施策を推進していく。また、今後、必要に応じて見直しを行っていきたいと考えていま

す。 

それから、各空港の将来展望につきましても、昨年１２月に道が策定した「北海道に

おける空港運営戦略の推進」において、各地域の意向を踏まえて作成している「各空港
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のめざす姿とさらなる発展に向けた取組」をベースに掲載しております。これについて

もまた、平成３２年度に予定している道内７空港の一括民間委託を見据えまして、必要

な見直しを図ってまいりたいと思います。 

最後に、推進体制についてでありますが、今後はＳＰＣ、あるいは地域と適切な役割

分担の下、これを推進していく。併せて、上位計画であります交通政策指針と一体とな

った推進管理。これについては北海道運輸交通審議会のご意見をいただきながら、必要

に応じて見直しを図って参りたいと思っております。 

説明は以上です。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。 

ご意見は後で伺うこととして、今の資料について内容確認等、ご質問があればお受け

したいと思いますがいかがでしょうか。 

なければ、議事（４）の意見交換に入らせていただきます。 

本日は指針の原案について説明がありました。2030 年頃の北海道を見据えて、ＪＲ

問題、空港民営化等いろいろありますけれども、交通を取り巻く環境変化に的確に対応

し、本道の発展につながる持続的な交通体系を構築する、また、人流と物流が一体とな

った施策を展開するということで、前回の会議において、重点戦略の打ち出しや鉄道の

あり方などについていただいたご意見を踏まえて、2020 年度までの３年間で集中的に

取組む重点戦略を設定しております。また、昨年度開催した地域公共交通検討会議から

の議論を受け継いでおりまして、幹線、広域、生活圏の３階層を基本に、３つの交通ネ

ットワーク形成圏を設定しております。そして地域特性を踏まえた政策展開の方向性を

盛り込む形にして、取りまとめております。 

また、２つ目の物流・港湾振興ビジョンについては、構成案などの説明があったとこ

ろですが、各港湾の取組の方向性を除いては、実は施策展開が指針に全て取り込まれて

いるという説明でした。これについては、後ほど意見交換を行っていきたいと思います。 

そして３つ目の航空ネットワークビジョンの原案については、本日午後の「航空ネッ

トワーク検討会議」で審議されることとなっておりますが、航空関連の施策については、

指針との整合性を図りながら記載内容を整理しているので、これについてもご意見を伺

いたいと思います。 

また、鉄道網のあり方については、冒頭に副知事からもご挨拶がありましたとおり、

指針における鉄道網のあり方については、今後、鉄道ネットワーク・ワーキングチーム

フォローアップ会議で集中審議をして、その部分を記載していくという形で考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

以上を受けまして、今後の進め方について、黒田交通企画監から、詳細をご説明して

もらいたいと思います。 
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（黒田交通企画監） 

黒田です。よろしくお願いいたします。 

資料の１－３をご覧いただければと思います。「北海道交通政策指針策定に向けた今

後のスケジュール（案）」ということであります。 

冒頭の副知事のご挨拶、それと今、岸座長からもご説明いただきましたけれども、道

内の鉄道網のあり方については、かなり議論を重ねてきております。この検討会議での

議論のほか、道議会、各地域でも議論をされているということでございます。 

今後のとりまとめのひとつの考え方としては、今年２月の鉄道ネットワーク・ワーキ

ングチームの報告書がございます。この資料の２ページ目にそのときに出された鉄道網

の６類型というものが示されてございまして、それぞれ本道の鉄道網の特性に応じた今

後の方向性について示されたものでございます。 

こういった類型をひとつのベースに整合性を図りながら、議論を進めていくことが必

要だということであります。 

今後のスケジュールといたしましては、本日、第６回総合交通政策検討会議が開催さ

れ、本日いただきました議論については、さらに原案の修正に反映させた上で、右側に

１月にパブリックコメントとございますが、これをかけたいと思っております。広く道

民の皆様方の意見を集約して、それをまた修正が必要なものは反映していくということ

でございます。 

同時並行で１月、上から２つ目のマスにありますが、鉄道ネットワーク・ワーキング

チームフォローアップ会議でございます。ここで、今申し上げました６類型を参考に議

論を進めていくということでございます。開催についてはまだ確定しておりませんが、

少なくとも複数回の開催を現時点では予定してございます。 

参考までに「小委員会の設置について」という、資料番号はございませんけれども、

資料を出させていただきました。その左側の総合政策検討会議は今日の会議のことでご

ざいます。真ん中に航空ネットワーク検討会議ということで、石井会長が座長を務めて

いただいてございます。一番右側には、今申し上げました鉄道ネットワーク・ワーキン

グチームフォローアップ会議ということで、岸座長のもとに、石井会長、吉見先生、JR

の小山専務、市長会の菊谷会長、町村会の棚野会長ということで、検討していただいて

おります。まさにこのフォローアップ会議で集中審議を行っていくということでありま

す。 

そこでの議論を踏まえまして、１月以降、開催時期は未定でございますが、次の第７

回検討会議を開きまして、そこでフォローアップ会議の検討結果の報告を受けた上で、

改めてまた皆様方のご意見を伺いたいと考えてございます。 

それを経た後に、これもまだ開催時期、開催方法は未定でございますが、親会議であ

る第２回運輸交通審議会を開催したいと考えております。いずれにしてもその親会議で
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航空関係も含めて最終案を、指針を案としてお示しして、そこで最終案として検討され

ることとなる。答申は黒枠で記載しておりますけれども、２月頃を想定しておりますが、

知事に答申という形で行い、最後、道の１定議会での審議を経た後に、最終的に道の指

針として決定されるという、このような流れでございます。 

今後とも審議の程、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございました。 

それでは年明けにその検討結果を踏まえて、今ご説明がありましたけれども第７回の

総合交通政策検討会議で引き続き議論をしたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

では、意見交換に入りたいと思いますが、今日は原案のとりまとめということで、事

業者の委員、自治体の委員、そして有識者の委員という順番で意見をお願いします。ま

ずは JR貨物の高橋委員からお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（髙橋委員） 

 最初にご指名ということですので話をしたいと思います。 

 指針の原案につきまして、持続的に物流のシステムを維持していくことを考えますと

輸送の効率化が欠かせないと思っています。そういう意味では今回、指針の３１ページ

等に入れて頂いており有り難いと思っています。やはり輸送の効率化を考えていこうと

しますと、片荷輸送とか季節波動にどう対応していくかということが事業者としてはひ

とつ大きな課題となることはこれまでも申し上げたとおりです。その点についてはお客

様にもご認識いただいており、なかなか抜本的にはいきませんが少しずつやっていただ

いているところです。しかし、やはりここをどう改善していくかというところが大きな

課題として認識しております。 

 特に片荷輸送について、札幌に到着する荷物や宅配便がある一方で、道の地方から出

て行く農産物があります。そうすると札幌から地方に出て行く荷物があれば効率的なの

ですが、なかなか産業構造の転換は図れないと思われます。したがって、季節波動をど

こまで押さえていくかがポイントであり、そこのところが一番大きい課題かと思ってお

ります。 

そういう意味で言いますと、このなかでご呈示いただいている、例えば３５ページに

書いてありますので、そこのところをどう季節波動の解決に結びつけていくのかが見え

れば有り難いなと思っております。 

あと、４８ページにテーマとして「競争から共生へ」とありますが、競争から共生と

いうと競争が悪いことのように見えるのですが、過当競争に苦しんでいたという経緯は

あるにせよ、適正な競争というのは非常に重要であるという考え方がありまして、特に
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コストダウンやサービスの向上という意味では適正な競争は必要だと思っています。そ

の点、競争が悪いという話ではなくて、共生は生かしながら適正に競争するという観点

が良いかと思っております。 

あともう一点、３３ページに「ヒト・モノ輸送の連携・効率化」という項目がございま

すが、この中に次世代を担う輸送人材の確保・育成というのがあります。人材確保はど

ちらかというと効率化ではなく、別のカテゴリーにした方がいいかと思います。効率化

を進めたうえで、次世代を担う人材はきちんと確保していく。こうしたかたちがよろし

いかと思います。私からは以上です。 

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございました。野村委員お願いいたします。 

 

（野村委員） 

 野村でございます。 

 まず、すごいなと思いました。トラックについて全て網羅されていると思います。そ

の中でまず人材、効率化という部分。それを解決するためにまず、地方のトラック事業

者としては札幌、道央圏を中心にして点と点を結んで欲しいということで、高規格幹線

道路のネットワークの整備を特に実現して頂きたい。その中で５３ページでございます

が、高規格幹線道路の機能向上という面で、暫定２車線区間は正面衝突など重大事故の

危険性が高いほか、速度低下などが課題となっていることから、付加車線の追加や４車

線化などの機能強化を促進するということで、こうなれば一番いいわけですが、北海道

トラック協会と開発局さんも同じだと思いますけれども、まず点と点を暫定２車線でも

いいから結んでいただきたい。そして順次、２車線から４車線化などになればいいので、

まずは暫定２車線でも結んで頂きたいというのが第１ではないかと思っております。そ

れについては交通事故の対策として、開発局さんで実証実験やっているワイヤーロープ

ですが、この前新聞にも載っていましたけれど、中央分離帯をポールじゃなくてワイヤ

ーで区切ることで交通事故をかなり防げるという効果がある。検証されれば、最高速度

を 70kmから 10km上げていただきたいと思います。以上の事からワイヤーロープ化推進

をして頂きたいと思います。 

 ２つめといたしましては、効率化という面ですけど、先日も取引環境改善会議があり

まして、パレット化についてのパイロット事業の発表がありました。前々からパレット

で輸送するのは、ドライバーの労務負担軽減になっているということがわかっているの

になかなか進展しない。そんな中で士幌農協さんの全量パレット化という事例発表もあ

りました。北海道の農作物を本州なり道内に届ける場合の労力軽減化のため、パレット

化の実現に向けて道及び国にも推進して頂きたいと強く思っているところであります。 

 あと、季節波動については JR 貨物さんがおっしゃったとおりでございますし、トラ
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ックも同様でございます。 

 貨客混載は、どちらかというとバスが荷物を共同配送するという部分は大手運送会社

から徐々に進んでいると思いますが、逆にトラックに人を乗せるという部分では、あま

り需要がないのか、その辺は検討されていないのか、こういう部分で何か指針や方向性

が見えれば、せっかくトラックの台数も多いですから、それなりの貢献は出来るのでは

ないかと思っているところであります。以上でございます。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。ちょっと補足させていただきますと暫定２車線のところは

分離帯があるところは 80km、無いところは 70kmです。ポールの所は 10km抑えている。

そういうことでございますね。 

中井委員お願いします。 

 

（仲井委員） 

先週、３０年以内に道東地区を中心に４０％の確率で大規模な地震が起こるという衝

撃的な発表があったのですが、やはり東日本大震災とかを見ますと、津波による被害と

いうのをひしひしと感じます。それによりまして港湾も災害防止機能の強化について、

やはりより一層ここ何十年の間でも見直しを図るべきではないかと感じました。 

 簡単でございますが、以上で終わります。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。三宅委員お願いします。 

 

（三宅委員） 

 札幌エアラインズアソシエーションの三宅でございます。今日は午後に議論されます

北海道航空ネットワークビジョンの原案が示されておりますので、それも含めて申し上

げたいと思います。 

 航空ネットワークビジョンが示されて、それとこちらの交通政策指針が連動した形で

出来上がっていることを実感しました。その上でこの会議で述べて参りましたインバウ

ンドを含めた交流人口の拡大が、これからのネットワーク路線の維持・拡大には一番大

切です。北海道は着地の要素が強いわけですが、誘客のことだけではなくて発地と着地

が連携すること、さらにはそれぞれの発地と着地の自治体が、団体や企業を含めて交流

を促進していくことが、これからのネットワーク維持には重要であるということです。 

 航空ネットワークビジョンにも書かれているネットワークの３層構造でありますが、

いずれも大切ではありますけども、その中でもとりわけ道内路線ネットワークをこれか

ら 2030 年までの間でどのように変革、再構築していくかということが重要だと思いま
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す。広大な北海道で、更に人口減少が進むなかで、どのように道内の交通インフラを構

築するかは北海道にとって死活問題であり、それに取り組むことが、このビジョンの意

義だと考えています。 

 あとはこういった形で示されたものに基づきまして、現実的にどう形を作っていくの

か、結果を残していくのかということが大切です。稼ぐ地域共同モデルというのが書か

れていますが、そういう形の実現のためにも事業者側もがんばっていきたいと思います。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。今井委員お願いします。 

 

（今井委員） 

 今井です。 

 委員の立場で言わせてもらいますと、例えば９ページのシームレス交通戦略の考え方

というところに「鉄道、バスなど」に「鉄道、バスあるいはデマンド交通とかタクシー

など」と入れて欲しい。私の立場で言わせてもらうと、鉄道やバスなど公共交通という

なかにタクシーが入っていないので長くなってしまいますが、ぜひこれを入れて頂けれ

ばと思います。 

 それから１２ページの生活圏交通の中にはタクシー等を利用したデマンド交通とい

うことで、取り上げられていると思いますけど、１４ページ以降、例えば１５ページの

交通の現状とそれから１７ページの各交通モードの方向性の中にバスということで、バ

スの中に、例えば１５ページのバスの下の方に過疎地域の一部集落を対象にデマンド交

通が導入されているということが、これは留萌なのかどこのことかは具体的に書いてい

ないですが、道央、道南でいうと伊達でタクシーがデマンド交通やっていくというのが

ございますので、ぜひ各交通モードのバスなどだけではなくて、タクシーをぜひ入れて

頂きたいというのが私の意見でございます。 

 

（岸座長） 

 はい、ありがとうございました。中木委員お願いいたします。 

 

（中木委員） 

バス協会の中木です。 

 今井委員からも言われたとおり、私もその点がちょっと不満というか、先程のタクシ

ーもそうなのですけども、航空もおそらく入るべきものであって、この交通モードを全

て連携しなければいけないというようなことを強く感じるので、その点について何か表

現の仕方というのがないだろうかということ。それから１２ページの交通ネットワーク、

よくこれは、まとめていただいたということで、やはりバス協会としても、そのあたり



15 

 

の政策をどのように具体的に進めるかというのが今後の重要なポイントになるのでは

ないかと思いますので、これを一つの参考に進めるべきではないかという気がいたしま

した。 

 それと、１３ページの道東地域について、私も道東地域で生活・仕事をしている者で

すが、この「圏域内の都市間の移動のほか、知床、釧路湿原、阿寒摩周といった国立公

園」と書いてあるのですが、私の住む十勝にも大雪山国立公園がありまして、その東地

域には然別湖、糠平湖が位置しますので、大雪山国立公園もお忘れなくということ、あ

とは十勝平野の農村観光。そういうものもこれからは、当然、地域の方も一生懸命やっ

ていらっしゃる。それもあって、十勝平野も一つ入れていただければということです。

以上です。 

 

（岸座長） 

 はい、ありがとうございました。小山委員お願いいたします。 

 

（小山委員） 

 指針案のとりまとめについて、関係の皆様に大変なご苦労いただいたことと、協議会

を開催していただきましたことについて、まず御礼を申し上げたいと思います。また、

ちょうど私どもも当社単独で維持困難な線区を昨年１１月に発表して１年経ちますが、

その間における関係の皆様の色々なご意見・ご苦労、そして本日のこの指針の中に、そ

れを盛り込んでいただているということについて御礼を申し上げたいと思います。 

さきほど、冒頭、副知事からもお話しがありましたとおり、鉄道網の方向性につきま

しては、年明けの鉄道ネットワーク・フォローアップ会議の方で議論させていただき、

そこで方向性を出すということでありますので、その中で、また、色々と意見を申し述

べさせていただきたいと思います。また今、地域を回っていますと、この指針に対する

地域の協議会、それから地域の皆様のご関心が非常に高いことから、それらについて一

定の方向性、地域の皆様にもご理解いただけるような方向性を示されることを期待して

おります。 

何点か私の方から申し上げたいことがございますので、簡潔にお話しさせていただき

たいと思います。いただいた資料の４９ページでございますけれども、「競争から共生

へ」というところで、まず、現状・課題というのがございまして、その上の二つ目のポ

ツ、最後のところでございますけれども、「持続可能な公共交通の構築に向けて、地域

の実情を踏まえた最適な交通機関の選択や利用拡大が必要である。」ということで、ま

さにここが全てを言い表しているのではないかと思います。その中で、色々な交通ネッ

トワークとか鉄道網とか表現が出てまいります。その下にも「ＪＲ北海道の経営再生と

鉄道網の持続的な維持」という表現がありますが、今、まさに私どもで議論させていた

だいているのは、前段にあったような持続可能な交通ネットワークをどう構築していく
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かという視点でありますので、できれば、その辺をもう少し広げた視点にしていただけ

ればと考えております。 

そういう意味では５２ページ、主な政策の「①持続的な鉄道網の確立」ということで、

鉄道網の話からまずスタートされておりますけれども、ここもできれば「持続可能な交

通ネットワーク」の記述といったような表現にならないかと。おそらく他とのバランス

との関係もあると思うのですが、まさにそういったところが大事だと認識をしておりま

す。その中の「ＪＲ北海道の経営再生と持続的な鉄道網の確保」という中で、４つ目の

ポツに、「地域においては、引き続き、地域の将来を見据えた最適な公共交通体系のあ

り方について、議論を深めるとともに」云々ということで、まさにここが、地域に必要

な今後の交通をどうしていくかというところでありますので、鉄道網の確立というより

は、交通ネットワークをどうするかというところが、まず冒頭に必要かと思っておりま

す。 

二つ目には、６３ページの「（３）地域を支える」といった中身です。主な施策とし

て「①まちづくりと連携した持続的な交通ネットワークの構築」で、ここは「持続的な

交通ネットワークの構築」という表現になっておりまして、この中で「地域の暮らしを

守る生活交通の確保」ということで、４つ目のポツ「地域公共交通の活性化及び再生に

関する法律に基づく地域公共交通網形成計画の策定など」云々と、「地域戦略と一体と

なった総合的な公共交通ネットワーク形成に向けた市町村の取組を支援する。」という

こと、まさに今後の交通をどうするかを考えるときに、このスキーム、そして、この地

域公共交通網形成計画を策定していくということが、非常に重要なポイントになると認

識しております。確かもう１ヵ所、シームレスのところで出てくると思いますのが、こ

の辺についても、これは非常に重要であるという位置付けを、仕組みとしてはそういう

認識を持っているところであります。 

それから、小さい話になりますけど、６９ページ「（４）リスクに備える」というと

ころ、その一番下の「積雪寒冷な気象条件」の２行目に「また、道路や空港、駅などの」

ということで、「駅」という表現になっておりますが、その後の記載で「鉄道施設」と

いう記載があったかと思います。要するに除雪、そういった体制の問題というのは、駅

だけではなくて、鉄道施設全般に関することでありますので、鉄道施設という表記にし

ていただきたいと思います。加えまして、この点については、先般、道の方で要請され

たところでも北海道の実情ということで、私どもが、除雪費も含めて、貨物輸送の部分

も負担としているという認識。私どももこれ、一度、ご説明をさせていただいたとおり

でありますが、そういった認識でありますので、その点について、鉄道の物流コストを

どう担っていくのかという議論が、未だされていないので、この点は是非、鉄道ネット

ワーク・フォローアップ会議の中で議論させていただければと思います。 

最後でありますが、７５ページの点検評価というところ。これも実際の計画を立てて

最終的に点検評価を行うということで、大変重要だと私どもも認識しております。是非、
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この全体会議の評価も必要だとは思いますけれども、個別の地域毎、これからいろいろ

な交通モードになってくるというふうに認識しておりますので、地域毎、線区毎の点検

評価をどうしていくかも非常に重要であるという記載をその中に盛り込んでいただけ

ればと考える次第であります。以上でございます。 

 

（岸座長） 

山下委員、お願いいたします。 

 

（山下委員） 

それでは、先に、感想等からでございます。一つには高規格幹線道路、暫定二車線の

解消ということが書かれていますけれども、先ほども意見に出ておりましたように、ま

だまだ、ミッシングリンクと言いましょうか、つながっていないところがあるので、先

ずはそれらが解消されるべきではないかと。合わせて、暫定二車線区間の安全対策とい

うことが優先。そんなことを感じたところでございます。 

さらに航空の関係で言いますと、地方空港という言葉が出てまいります。北海道には

１３空港ありまして、イメージとすれば新千歳空港は国際空港でもあり中心的な空港。

それ以外は全部地方空港という言い方で括っているのかも知れませんけれども、それぞ

れ少しずつ役割が違うのではないかと。考え方によっては、離島にあります空港も地方

空港でありますし、また、私どもの地域にあります北海道管理の空港も地方空港と。そ

ういった中で一括りに地方空港という形で括ってしまう、役割などを記載していくこと

には、少し無理があるのではないかと思うので、工夫が必要ではないかと感じたところ

であります。 

そんな中で航空に関わる問題として、地方空港によるインバウンドの受入など、例え

ば、私どもの町にあります空港を例に取りますと、CIQ体制の強化ということが書かれ

ていますけれども、現実的にはなかなか難しい部分、ハードルが高い部分があるのでは

ないか。そういった時に、新千歳空港もそうですけれども、例えば首都圏空港のところ

からの受入というもので、インバウンドの受入を増やしていく。そうした発想がありま

す。その時に、新千歳空港や首都圏空港だけなのかと。日本における海外に開けている

ゲートウェイというのは関西方面もある。たまたま先日、ピーチアビエーションさんが、

関空から東北海道、釧路空港に来年就航するということですけれども、北海道における

インバウンドの考え方、他の観光客もそうですけれども、関西方面との旅客のパイプが

少ないということから、そういったゲートウェイからインバウンドの方々を引き寄せる

ことも非常に大きなポイントではないかと考えております。そういった中で、首都圏に

限らず乗り入れる様な、そういう貢献も必要ではないかと感じたところでございます。 

それと、このことは直接交通の政策とは違うのかもしれませんが、空港やバスや JR

といった公共交通機関を利用する時に、駅ですとか、空港ビルですとか、バスターミナ
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ルといったものが、随所に存在するわけですけれども、そこの魅力化ということも本来

必要なことではないか。現在の新千歳空港などを見ますと、空港そのものの利用者も集

まりますけれども、それ以外の方々も集まってきて観光要素となっている。それは新千

歳空港に限らず、先ほど言ったそれ以外の空港もそうですし、例えば JR の駅といった

ところも地域において魅力化していく。そういうことが必要ではないか。そこに人が集

まる、更にそこの交通網を利用するというところにつながれば。交通のこの会議の中で

議論すべきことかどうかは、私自身もちょっと疑問がある中で、そういった施策・視点

も全体を考えれば必要ではないかなと思ったところであります。 

それと細かな話ですけれども、いろいろなところに元号、平成表示が出ており、平成

４２年というようなところがあります。ここは方向性がはっきりしてきているので、表

現の仕方をどのようにとりまとめていくかが必要かと思っております。 

最後に、前回も言わせていただきましたけれども、この北海道がまとめてくださって

いる指針というものがあって、市町村でいうとまちの総合計画に当たるのではないかと

思っております。これについて細かなところまでありますけれども、非常に良く各範囲

によってまとめられているのではないかと。実際に市町村の段階で言いますと、総合計

画を推進させるために実施計画、具体的な事業がそこにぶら下がってまいります。そこ

のところを各市町村なり、事業者、また北海道がどのように取り組んでいくかというと

ころはこの指針の中では語れないとしても、最後にあります推進体制、点検評価という

中で、もう少し具体的に各地域、市町村におろしておくべきではないか。例えば年に一

回、こういった事業の進捗状況などについてまとめていくということになるのか。これ

がはっきりしないと、言葉は悪いですけれどもお蔵入りされて、各市町村でこの冊子が

そこに置かれているだけにならないようにすべきかと。そこのところの仕掛けを作って

おくべきではないかと。その様なことを感じたところでございます。以上です。 

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございました。それでは吉見委員お願いします。 

 

（吉見委員） 

それではまず、指針につきまして２点ほど話をし、次に航空のビジョンの方の話をし

たいと思います。 

まず、指針の原案でございますけれども、タイトなスケジュールの中、各委員の方が

仰っていましたが、内容がうまくまとめられていると思います。特に今回、資料１－１

の概要版で申しますと４のところにあります、３つの交通ネットワーク形成圏として、

ゾーンをこの３地域にまとめて、それ毎に交通ネットワークの考え方を示したところ、

これは従前の点からしますと、一歩踏み込んだ考え方を道として示したということだと

思っております。 
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この会議の中でも､しばしば出てきたところでありますが、北海道はやはり広いです。

他の都府県から考えますと大変広いエリアを道が所管している訳でございまして、こう

いうところでは、少なくとも市町村単位で交通ネットワークを考えるには大変狭い。こ

れをもう少し広げて考えなくてはいけないですけれども、一方で、北海道全体で考える

というと少し大きすぎる訳であります。 

その点で、これをどのように分けて適切な地域の公共交通を考えるのかということを

こういう形で示されたと私は理解しておりまして、これは、非常に大事な考え方になる

と思います。欲を言いますと、実は３つでも相当大きいです。すなわち、一つの円に他

の地域ではいくつの県が入るのだろうというぐらいのエリアでございますので、本来の

公共交通を考える上では、もう少し小さい方がいいのかなと思うのですけれども、一方

で、北海道の各地域は、どうしても札幌との繋がりやネットワークを考えねばならない

ところもございまして、その点では、そういった実情も鑑みて、札幌と他の地域の関係

ということも念頭に置いた上での今回のかたちだと理解しております。 

実情に応じて、これをもう少し細分化することも必要かもしれません。細分化すると

きにも今回、この３つの地域というのは少なくとも、道の振興局を複数含めて跨いでお

りますので、そういう境界を跨ぐ感覚が必要かもしれません。すなわち、あまり小さく

しすぎると、道の場合は振興局単位といって別の枠組みが出てしまって、あたかもそこ

が国境のように、なかなかお互いの施策が連携しにくいということも、ままあったのか

なと思います。今回は、そこを超えて公共交通ネットワークを考えなければいけないと

いうことを示されたのであろうと思っております。 

それからもう一つは、後ろを見ていただければ分かりますように、全体としましては

平成４２年、2030 年度までの間という長期的なビジョンの中でこの原案がある訳でご

ざいますけれども、一方で資料１－１のⅤ－１にありますように、短期的、この３年間、

2020 年度までの取組ということで５つの重点戦略がある。ここはある意味見えやすい

点でもありますが、我々が直面している課題を早く片付けていく。ここはスピード感を

持ってやっていこうということでありますので、かなり具体的でわかりやすい点が載っ

ております。 

一方で、その後の 2030 年度、平成４２年度までとなりますと、更に１０年先という

ことになりますので、わからない部分もたくさん入ってくるかと思います。 

その点で、この一番下の施策展開Ⅴ－２の部分になるのでしょうが、これはある点で

抽象的にならざるを得ず、やむを得ないところもあるだろうと考えています。 

抽象的になり過ぎてもイメージがわかないかもしれませんが、一方で時代がどんどん

変わりますので、対応できるような柔軟性をここは兼ね備えておかないといけないと考

えております。「こうなるかな、ああなるかな」という話は今の段階では盛り込めない

というのは重々承知をしており、そこを盛り込めというつもりは毛頭ないわけでござい

ますが、一例としてお話しをしますと、ここ数ヶ月を見てみましてもトヨタ自動車が、
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水素自動車の開発をやめたとまではおっしゃっていませんが、電気自動車に大きく舵を

切るということになり、事実上、未来の自動車は電気自動車の方向へと、世界の方向性

が決まったと言ってもいいのかと思っています。 

そうなった時に、果たして、2030 年に道内で軽油やガソリンを燃やす車がどれくら

い走っているかとなりますと、例えば電気の充電はどうするのとか、道路交通に関して

はむしろそういうこと考えねばならないことが起こるかもしれませんし、ガソリンは使

いませんのでガソリン税収入は無くなり、つまりいわゆる道路特定財源であった税収は

当然なくなるかもしれないしどうなるかよくわからない。そうしますと、例えば、高速

道路網整備の話もありましたけれども、現在、ＮＥＸＣＯ東日本が建設しているのは余

市までで終わりですので、後は全て直轄事業で建設されていくという方向があるという

ことになっていますが、それも今までのように予算が確保できるのか。 

何しろ今のこのトヨタの話は、ここ３ヶ月での話ですし、いずれにしても色々な点が

この１０年の間には、かなりスピードが早く変わってしまうのではないかと思っている

ところです。そういった意味では、状況の変化に柔軟に適切に対応できるような長期計

画でならなければならないと思います。 

最後に航空に関しての話ですが、小委員会として別に航空ネットワーク検討会議が立

ち上げられておりまして、今回、資料３－１及び２によってビジョンを拝見したという

のは、私は今日が初めてです。別の委員会が立ち上げられておりますので、やむを得な

い部分もあるのかなとは思いますが、そもそもこのビジョン、今日の資料２及び３に係

る議論は、北海道の交通施策指針の施策別に計画したものであるというような位置づけ

がベースにあると思うのですが、その点、物流・港湾に関しましては、この検討会議の

中で議論してきたこともあり、ほぼ一対一対応のような形になっております。 

一方、航空の方は別の小委員会があるということもあるのでしょうか、このあたりの

指針との関係が今ひとつ明確ではないところがあると思います。どこをどう具体化した

施策別計画なのかということ。特に今回のこの指針の原案については、いろいろな分野

の方にお集まりいただいていることもあり、特にネットワークとして他の交通機関との

連携をきちんと図っていかなければならないということで、たくさんのアイデアがここ

まで出てきたところだと思っております。その点で、航空ネットワークビジョンのとこ

ろでも他の交通網とのネットワ－クの構築ですとか、それが全然ないとはいいませんが

ほんの数行で終わってしまっているということもありますし、また道内路線のネットワ

－クといった場合にも指針の原案で 3つのエリアを打ち出しておりますので、それを見

た時に、道内航空ネットワ－クがどのように関係するのかという視点はまだ入っていな

いのではないかと思います。今日の午後に会議がありますが、余計なことかもしれませ

んが少し検討していただくと整合性が少し見えてくるのかと思います。 

他のモードとの連携という点では、ここでもいろいろと出ておりました。例えば空港に

飛行機が着いた後にお客様をどのように目的地へ運ぶのか。これは航空側の方から他の
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モードとの連携について提案や考える視点があっても不自然ではない時代だと思って

おります。かつてドイツでは航空券で航空便名のついた鉄道に乗れるサービスがありま

したし、あるいは静岡空港ではＦＤＡが静岡空港から新幹線の掛川駅までのバスを運行

している事例もございますし、航空側からのネットワ－クへの提案というものが今はあ

る時代だろうと思います。特にそれをやれというわけではなく、本道の場合はどういう

形にすれば、空港から目的地への移動に関わり、様々な他のモード、鉄道、バス、タク

シー、これらがどう寄与できるのかということを含めて考えていただくと、よりこの指

針、原案の方向性と一貫性がでるのではないかと感じました。私からは以上です。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。石井会長お願いいたします。 

 

（石井会長） 

私のほうから何点か申し上げます。今、吉見先生がお話になった中で、最後の話は同

時並行でやっている部分ありまして、少し抜けている部分に関しては議論していきたい

と思います。 

地域区分、広域で 3つの圏域を示していただいて、方向付けをしていただきましたけ

れども、個別の議論で例えば幹線交通の定義をすると、どこまでを入れるのかという議

論が人によってだいぶイメ-ジが違うような部分もございます。広域というのも踏まえ

てそこも見ながら幹線というような位置付けをするというのは、考え方としては北海道

の広域性ということを踏まえた整理として私としては上手くこの区分が活きるような

整理をしていただいたかと思います。 

道内の交通関係の社会資本、インフラ整備の話について、基本的には高速道路、新幹

線、その他、まだ整備が必要だと各所に盛り込まれていると思いますけれども、日本全

体でいうと交通インフラはほぼ完成したということになっていて、むしろ維持更新とい

う話になっていますので、何らかの形で基本的に遅れている部分については必要だとい

うことと、それ以外、ベースとしては維持更新もしくは再構築にあたっていくというよ

うなことが個々には書いてあるのですが、全体の考え方として、そのようなことが上手

く入れられないのかもしれませんが、あったほうがバランスがいいといいましょうか、

打ち出していくことの意味付けが明確になると思います。 

それと今回 JR の線区の見直しを通じて、岸先生も私も地域と色々話をする機会があ

りましたけれども、率直に言うと地域住民の意識において、公共交通というものを自分

の問題としてどこまで捉えていただくかということについて十分ではない面があるの

ではないかと思います。今回いろんな意味で連携と言っていますけれども、一番基礎に

なるのが住民の意識付けなり参加で、これがベースになって事業者なり政府も関わって

くるということなのだと思います。推進体制には役割が書いてあるのですけれども、こ
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れは推進体制というよりは哲学というと大げさですが、基本的な枠組みに関わるもので

はないかと思います。今回はみんなが意識を持って参加することについて、より何らか

の形で位置付けをしていただくと、かなり体系的に書いていただいて、ずいぶん短期間

にやっていただいたかと思いますが、さらに意味づけがきちんと出来るかと感じました。 

それと今回は 2020 年までとそれ以降と戦略を分けて書いていただいているのですけ

れども、それ自体はわかりやすくていいのではないかと思いますが、私が特に意識を持

ったのが２つあります。まず新幹線の高速化の話です。これは後ろの方に書いてありま

すが、要は今年来年の話としてすでに開業している新函館北斗までの高速化が実現して

こないと未来に繋がらないので、2020 年までのところについて新幹線の利用について

記載してあるのでそこに書いていただいてもかまわないのですが、整合的にいうとやは

り足元の議論としての重要性のある施策という位置付けが必要なのではないかと思い

ます。 

それと似たような話なのですけれども、７空港一括民間委託に関しても長期の方に出

てくるのですけれども、長期の方で初めて取り組むというとちょっと変なのですが、そ

んな感じで出てきております。要するに提案というか誰がやるかということが 2020 年

までに決まっておりますので、むしろ 2020 年までに道内道外ネットワ－ク強化と広域

観光の振興、その目標が達成することを何らかの形でやっていかなくてはならないとい

うのが 2020 年までの話で、それ以降は監視というと怒られますが、書いてあることを

やってもらうというステージになります。言葉は悪いのですが監視に近いと言うか、も

ちろん皆でやっていくという話でいいのだと思うのですが、ちょっと色分けをして、い

ずれにしても 2020 年までの話に、少し具体的なことを盛り込んでいただいた方がいい

かなと。一応そういう形で、航空ネットワークビジョンとも、そういうふうに整理して

いただいた方がいいのかなと感じました。 

あと細かな話なのですけれども、道経連でも、道内物流と言いますか、物流の問題を

色々とやっているのですけれども、課題として書いていただいている論点とかは、その

とおりなのですが、やはり北海道の生鮮品を中心とする物流というのは、まさに片荷と

季節波動というのが非常に大きくて、そこのカバーというのが、今の運輸の状況からす

ると避けて通れない問題かなと思っています。これは結局のところどこまでやるのかと

言ったら、生鮮品を長期保管するとか、物流と呼ばれるものの中でカバーする範囲もも

う少し広げると思うのですけれども、やはりもう少し加工して出すという、そもそも季

節性を自分たちで埋めるという努力がもっと必要だということを明確にしていく必要

があるかと。先ほどのところでまったく別に加工産業が大事だという書き方をしていた

だいているのですけれども、回り回って要は物流のカバーのためにそれが必要だという

ことが、今回は一つ大事なことだと思いますので、どこに書くかは別として、その部分

を盛り込んでいただけるとありがたいと思います。いずれにしましても、短期間で取り

まとめていただいたことを大変感謝を申し上げて私の意見とさせていただきます。 
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（岸座長） 

 ありがとうございました。それでは次に参与機関の皆さんからご意見をいただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

（福井参与） 

 道商連の福井でございます。まず全体のお話からですが、原案の概要版で交通ネット

ワーク形成圏と公共交通ネットワークの３つ階層、これは視点として、非常によくまと

めていただいているなと思います。特に交通ネットワーク形成圏の方は、道北地域と道

東地域に分けたことで、広域周遊ルートの部分とマッチングしますので、今後の施策を

検討しやすくなると思います。ただ、交通ネットワーク形成圏と３つの階層と各交通モ

ードというところのつながりをどうイメージを作るか、具体化していくかというところ

が今後課題になってきます。ここの絵を描いた方が各地域でも検討しやすくなるのでは

ないかと思いました。 

個別のお話なのですけれども、まず港湾のお話で、仲井会長の方から港湾災害対策と

いうのがあったのですけれども、私どもも震災を受けて港湾計画の方も検討いたしまし

て、別紙でお配りさせていただいたのですけれども、暮らし産業を支える社会資本整備

への提言の中の８ページ目に、物流の観点で書かせていただいております。津波が起き

ますと太平洋側がダメージを受けたり、オホーツク海側がダメージを受けたりしますの

で、港湾単体のＢＣＰの検討はされていると思うのですけれども、将来的には港湾間の

連携も視野に入れなければならないと思います。例えば苫小牧、室蘭港が使えなくなっ

た時に日本海側の港湾でフォローするとか、そういう検討も必要ですし、それにはやは

り高速道路の整備というのも欠かせませんので、高速道路をどう繋げていくかというこ

とも含めて、港湾の連携という部分も将来的には考えていくことが必要だと思います。 

航空についてですが、三宅委員、石井先生からもご発言もありましたけれども、ＳＰ

Ｃが 2019 年度には選定されますが、将来的には、一体となった空港整備をすることが

可能になると思います。そうした時に地域からＳＰＣに単に要望するのではなく、地域

から一体となってやっていけるという提案をしていける体制をつくっていけるとよい

と思います。ＳＰＣはあくまで空港運営ですので、ＳＰＣとエアラインさんと地元が一

体となって、インバウンド・アウトバウンドを増やしていく提案、あるいは航空路線を

増やしていく提案ということをしていく必要があると思うので、それももう少しニュア

ンスとして入れていきたいので、少し提案をさせていただきたいと思います。 

将来的な部分というところで、自動運転です。ニュースで昨今出ていますけども、大

樹町で自動運転バスの実証実験が始まりました。将来的な技術革新というところで入っ

ているのですけれど、もう少し意識しても良いと考えております。 

全体的に効率化という部分もあるのですけれども、国に提案していくという部分におい
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ても、生産性の向上というところをもう少し強烈に出していっても良いかと考えていま

す。私も商工会議所の方で毎年、財務省など要望に行くのですけれども、生産性向上に

向けた整備は、優先的に予算で付けたいという話も聞きますので、将来に向けて生産性

がさらに上がっていくことを意識していければと思っています。私からは以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。他の参与の皆様はいかがでしょうか。 

福井さんの発言の補足ですが、港湾間の連携というのは、実はＢＣＰがありまして、

太平洋沿岸、これは開発局で私は座長をやりましたけども、根室港から函館港までの太

平洋沿岸で重要港湾のところはＢＣＰで連携ができており、もう一つはこれも数年前で

すけど、石狩湾新港と小樽、苫小牧、白老、室蘭がお互い日本海と太平洋側で、どちら

かがダメージを受けたときに、反対側で対応するということがありますので、これはす

でに立ち上がってはいますが、これを上手に書けるのであれば、書いておいた方が、そ

ういうことがあるという中で話の展開ということになるので、そういう形で参考にさせ

ていただきたいと思います。一通り皆さんからご意見をいただきましたけれども、山谷

副知事からここで何かあればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（山谷副知事） 

 皆様からの積極的なご意見をいただき、大変ありがとうございました。 

 これまでの皆様のご議論を踏まえて、議論の方向性として私どもがお示しさせて頂い

たところでありますが、これからＪＲに係る集中審議等を行っていくうえで欠かすこと

の出来ない視点を頂戴したと思っているところであります。ＪＲ貨物、トラック協会、

ハイヤー協会それからバス協会、各ブロックの中でＪＲについてどういう方向性を示し

ていくかという中で、それぞれの交通モードが連携して、地域の皆さんの生活をどう支

えていくかをお示しすることになろうかと思いますが、そうしたときに本日いただいた

ご意見をしっかりとその中に記載をさせて頂いて、お互いの連携というものを生み出し

ていく。そうした形にしなければならないと思って本日はお聞きをしておりました。そ

うすると、具体的な事業を担うのが実はそこに出てくるのだろうと。それは指針の中に

書くかどうかは事業ですから、その都度変わっていくものもあるのですが、地域の皆様

にどう取り組んでいただくかという意味での整理は当然必要になってくると思います

し、沿線自治体、振興局、それから広域観光・広域物流、そういった関係する皆様に我々

と一緒になって取り組んで頂きたいといったこともお声かけして進めていく。それがこ

の指針の具体の進捗状況につながっていくと思います。これもこの後の推進体制、点検

評価ということも含めて組み立てをしていきたいと思うところであります。 

 それから、トヨタ自動車さんの電気自動車化や自動運転とかの話について、まだ驚き

の方が大きいのでありますが、そう遠くない将来、これが北海道の交通に大きな新しい
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形を与えることになるだろうという意味では、もう少し詳細に勉強して記載するという

ことも必要かと思っております。 

 それと空港の関係でありますが、私は空港の担当もしておりますが、一括民間委託と

いうのは１３空港ある中でネットワークの要である７つを選んで民間に委託をすると

いうもの。したがって、道内１３空港を含めたネットワークの充実強化。それから、そ

れに基づく広域観光の促進、そしてそれによる地域への貢献ということを３本の柱とし

てお考えを頂きたいということを事業方針としてお示ししているところであります。具

体的には、これから各事業者さんに手を上げて頂いて様々な提案を頂戴して、その中で

地域と一緒にやって頂ける、そういう提案を選択していかなければならないと思うとこ

ろであります。あまりそれに影響を与える書き方も出来ないという事情も正直あるので

すが、とは言いながら今回の指針、それから航空ネットワークビジョン、こうしたもの

についてはまさに北海道で新しい事業展開をしようと考えて頂く事業者さんにとって

も大きな指針にもなるかと思いますので、道として必要な事項についてはしっかりと書

き込んでお示しをしたいと思います。 

 それと新幹線の高速の話。確かにこれは石井先生からもご指摘頂いたとおり、今まさ

に、今出来ることをやる努力をＪＲも鉄道・運輸機構も含めてやって頂いている話であ

りますので、それらについてもしっかり踏まえた記載を心がけていきたいと思います。 

 皆様から具体的に、こういうことを忘れずに検討視点に盛り込めというご意見を頂戴

したこと、大変ありがたく勉強になりました。そういう方向でしっかりと検討進めてま

いりたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござ

います。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。 

 それでは今日の議論のまとめに入りたいと思います。皆さんからのお話を聞いたうえ

でポイントになるところを振り返ってみたいと思います。 

まず、髙橋委員からの「競争から共生」というところへのご指摘ですが、これは「競

争と共生」にした方がしっくりくるのかと思います。競争そのものを否定するわけでは

なく「競争と共生」が良いのではと思います。 

もうひとつ、人材確保と効率化というのは、ある意味相反するところですので、ここ

も人材確保はバスの戦略会議をやっておられますが、特出しでやっているところなので

別の章にした方がいいというのはそのように私も思いました。そこに福井参与がおっし

ゃった生産性向上とか、そういうような見出しの中での効率化と人材確保というまとめ

方もあるのかと思いますので、ここは検討させてください。 

あと、暫定２車線でもまず整備して結ぶというのは、これは高速道路の必要性という

意味では誤解のないように、まずはやらないといけないミッシングリンクの解消という
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こと。これも文言を変更していいかと思いました。 

港湾の災害については先ほど話したので割愛するとして、もうひとつ、今井委員から

ご指摘のタクシーという言葉がない点については申し訳ありませんでした。ここにいら

っしゃる関係委員からの航空なり物流、鉄道とかは書いていたのですが、タクシーが確

かに抜けておりましたので、これは入れるようにしたいと思います。ですから、鉄道や

バス等というのは、全ての交通モードという言い方にした方が短くて済むかなと思いま

した。 

あとは、小山委員の「持続可能な鉄道網の確立」を公共交通ネットワークに、という

ところは、鉄道として残さなければいけないところはここだということを皆で決めた後、

それをどうやって残していくのかという議論だと思います。そこのところは何でもかん

でも全て未来永劫残そうということではなくて、今、公共交通のあり方を各地域で議論

しているところですので、そこは意図が伝わるよう書かなければいけないのかと思った

ところです。 

山下委員からあった空港や駅などの拠点と交通の話に関しては、まちづくりや都市計

画は交通と一体的にやっていかなければいけないということは、公共交通網形成計画の

中で謳われている話ですので、ここは何らかの形で書く必要があるかと思っております。 

もうひとつは、吉見委員や福井参与からもお話がありましたが、３つの交通ネットワ

ーク形成圏について、１２ページ１３ページのところが私の中では一番肝になる部分だ

と今回は思って取り組んでいるところなのですが、これは北海道を６圏域ではなく、１

４振興局でもなく、幹線や広域、生活圏で考えたとき、北海道の地域は３つじゃないか

という提案です。これについては今日皆様から概ね合意は得られたと思っているのです

が、一方で階層構造と交通をどう落とし込んでいくのかという関係性について、福井参

与から意見がありましたが、これはもうひとつ何かわかりやすい絵があって、その絵に

もとづいて、後半の具体的な政策があるのだという繋ぎが私も必要かなと思いますので、

これは事務局とも相談させて下さい。 

もうひとつ、吉見先生からの柔軟性をもった方が良いのではないかというご指摘のと

おり、進めていくうちに方向性が変わってきて、ここに書かれたものが全て出来るかは

状況によって変わってくるので、これは数名の委員からも意見が出たようにＰＤＣＡで

状況はどうかということを把握しながら、ずっと押していくべきか、あるいは状況に応

じて変わっていくべきなのかというところで柔軟性を持たせるというところは今後の

展開のところでこれも文言として書いていく必要があるかと思います。 

もうひとつ、地域ごとにどうなっているかというチェックもあるのですが、お互いの

主体がどうなっているかということを一堂に会して、これは地域で頑張っていること、

あるいは事業者さんがこういったことをやっていますとか、もっと出来るのではないか

ということや、ここは私たちもやりますということが北海道全体とか地域ごとにあると

いうことが個人的には必要かと思います。それは事務局の皆様と相談しながら書かせて



27 

 

いただきたいと思います。 

以上のようなかたちでまとめさせていただきたいと思いますが、２つここで皆様にお

諮りしたいことがありますので、次の話に移りたいと思います。 

まず最初に事務局からご説明がありました物流港湾振興ビジョンですけれども、これ

は総合交通政策検討会議の中で議論するというかたちで進めてきました。今回は人流、

今回は物流というかたちで２回目、３回目とかでもやってきましたけれども、実は交通

政策指針の中に全て取り込まれております。内々に物流港湾振興ビジョンをつくってみ

て、事務局でも結構議論をいたしましたが、これなら指針と同じということで、似たよ

うなものをいっぱいつくってしまい、それの進捗状況の評価で指針の中でも物流の中で

もやっていくと、同じような議論をこの先何回もやっていかなければいけないという弊

害もあるかと思います。そこで、皆様にご提案なのですけれども、この物流港湾振興ビ

ジョンの取扱いについては指針と一体化するという方向で皆さんにお諮りしたいと考

えているところなのですがいかがでしょうか。要するに、物流港湾振興ビジョンという

のは指針に含まれるという位置付けで、新たに別なものとしては作らないということな

のですが、よろしいでしょうか。 

 

（一同、反対意見無し） 

 

（岸座長） 

ありがとうございます。では、そのようなかたちで進めさせていただきたいと思いま

すが、先ほど物流の説明のところで対照表みたいなものがあって、苫小牧港などの各港

湾の取組の方向性については、これは指針の中にはまだ含まれておりませんので、これ

については記載するように整理しようと考えております。 

もうひとつ、先ほどまとめさせていただきましたけれども、ご意見については石井会

長、事務局と相談しながら今日の原案に反映させたいと思いますが、この反映作業につ

いてはパブリックコメントが年明けに控えているのですが、座長の私にご一任させて頂

きたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（一同、反対意見無し） 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。今の 2つについてご承認頂いたということで、今後の作業

を進めさせて頂きたいと思います。 

 それでは今日の意見交換は終了させて頂きたいと思いますが、終了にあたって改めて

山谷副知事から一言コメントをお願いいたします。 
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（山谷副知事） 

 本日は長時間にわたり熱心にご議論いただき、私どもにとって大変有り難い役に立つ

ご意見を賜りましたことを改めて御礼を申し上げます。 

 そしてまた、岸座長の方から物流港湾振興ビジョンを一緒にという件につきましても

皆様にご了解をいただきました。実際に作業していく中で最初の材料集めは、それぞれ

の部署で行うのですが、それにこだわっていると結局縦割りになってしまい、各交通間

のネットワークだったり、連携だったりが必ずしも十分に機能しなくなるという危惧も

ありますので、今回これをひとつにまとめさせていただいたというのは、今後の施策展

開にとっても大変有意義なことだと思いますので皆様の英断に改めて感謝したいと思

います。 

 また、航空ネットワークにつきましては、まさにＳＰＣからの提案を含めていく。そ

の中に航空への意見、地域への意見を聞いて他の交通モードとどういう組み合わせで最

も効果のある事業展開に繋げていくかについてもしっかりと進めてまいりたいと思い

ますので、今後ともどうぞご指導よろしくお願いいたします。 

 ＪＲ問題については、今日のご議論を踏まえて先が見えるかたちでの議論にまとめて

いきたいと思います。 

 職員一同一丸となって取り組んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 本年はどうもありがとうございました。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。 

それでは最後に「その他」として、全体を通して何かご発言はありますでしょうか。

なければ本日はこの辺で議論を終えたいと思います。ありがとうございました。最後は

事務局にお返しいたします。 

 

（柏木室長） 

長時間にわたりご議論いただき、ありがとうございました。座長からお話のあったと

おり、年明けに鉄道ワーキング・フォローアップ会議を開催し、鉄道網のあり方につい

て集中的にご審議いただくこととしております。その後、本検討会議を開催したいと考

えており、次回の日程は、改めてご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願

いします。本日はありがとうございました。 


