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総合交通政策検討会議（第 5回）議事録

日時：平成 29 年 11 月 20 日（月）14:00～15:45

場所：かでる２．７ ７階 ７１０会議室

（柏木室長）

ただいまより、「総合交通政策検討会議」の第５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時間程度とし、16 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）

本日は雪道のお寒い中、このように皆様に第５回総合交通政策検討会議にご出席いた

だき、改めてお礼申し上げたいと思います。

前回の検討会議におきましては、４本の柱からなる施策の展開方向や重点的な取組の

視点など論点整理に当たっての考え方をお示しし、皆様から大変具体的な今必要な視点

についてご議論をいただいたかと思います。改めてご議論に感謝申し上げる次第であり

ます。

現在道におきましては、全道各地で展開しておりますＪＲ北海道の事業範囲の見直し

に係る地域の検討協議に岸座長をはじめとして有識者の方に参加をいただき、将来を見

据えた最適な公共交通ネットワークのあり方について、関係市町村をはじめ地域の皆様

方と議論を積み重ねてきているところであります。

後ほど、その状況についてもご報告を申し上げたいと存じますが、まさに今、取りま

とめる新たな指針につきましては、今後の北海道の発展を牽引する人・物の流れ、そう

したものをどう構築していくのかという公共交通のあり方について、議論を展開してい

くわけであります。

今日的な課題でありますＪＲ北海道の事業範囲の見直しについて、こうした地域の議

論を踏まえて一定の方向性というものはこの中にも当然、盛り込んでいかなければなら

ないものと考えているところであります。

しかしながら議論が進んでいる途中でもありますので、行政の通常の仕切りでいけば、

案を示しました、意見を頂戴しました、修正しました、これで成案ですとなるのですが、

今議論が進んでいる途上ということでありますので、この先を本日、骨子案をお示しさ

せていただきますけれども、本日の議論や状況の変化を踏まえ、必要な見直しは適宜行
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いながら、実際に北海道の地域課題に応える指針の取りまとめということで進めてまい

りたいと私も事務局も考えております。皆様方におかれましても、そういった観点から

本日の活発なご議論を展開いただければと思うところであります。

どうぞ本日も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、９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。

なお、日本貨物鉄道株式会社につきましては、玉木取締役兼常務執行役員様が代理出

席しております。また、福井参与におきましては３０分程度遅れて出席ということで伺

っております。

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、資料２、参考資料１、参考資料２、参考資料３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。

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。本日も活発な意見交換をよろしくお願いいたします。

まず、議事（１）及び（２）について、事務局から説明を受け、その後、意見交換に

入りたいと思います。

最初に、議事（１）「総合交通政策検討会議（第 4回）における主な意見について」、

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す。本日もよろしくお願いいたします。

それでは資料１により、１１月９日に開催しました第４回会議の主な意見について、

ご説明させていただきます。

前回の会議では、指針や港湾振興ビジョンの論点について、ご議論いただいたところ

であり、ご意見について、大きく３つの観点で整理しております。

交通全般については、「地域構造にあった交通体系の再構築という論点が必要」、「住

民や荷主の責任主体としての意識醸成を盛り込むことが必要」、「観光客を呼び込むだけ

でなく、双方向の往来を増やしていくため、発地と着地の連携をどう深めていくのかと

いう視点が重要」などといったご意見がございました。

また、真ん中の交通モード・連携では、「周遊を増やすための施策を、二次交通も含

めモード間で連携して取り組んでいくことが必要」、「ＪＲとバス、タクシーの連携に向

けた協議を早急に始めることが必要」、「インバウンドに対応した二次交通確保のため、
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タクシーの営業区域などの見直しや弾力的な運用が必要」、などといったご意見があっ

たところでございます。

最後に、物流・港湾分野では、「台風の影響を最小限にするためにも、港湾機能の強

化が必要」、「季節波動や片荷などの課題に対応するため、トラック、船舶、鉄道などの

様々なモードの協力が必要」、「労働力不足などの課題に対して、無人走行や荷役の無人

化、構内輸送の無人化など新たな技術の活用が期待される」などといったご意見があっ

たところでございます。

以上、前回の主な意見についてご説明させていただきました。

（岸座長）

ありがとうございました。続いて、議事（２）「北海道交通政策に関する指針（仮称）

の骨子」（案）について、事務局からご説明をお願いします。

（河内課長）

続きまして資料２でございます。前回までのご議論を踏まえまして、指針の骨子案を

お配りしているので、内容についてご説明いたします。

１番の「策定の趣旨」については前回と同様の内容ですが、2030 年を見据え、総合

的な交通ネットワークの形成に向けた基本方針を策定するものでございます。

２番の「交通ネットワーク形成の方向性」については、調整中でありますが、前回の、

好機を活かすや危機を克服の考え方、ヒトとモノの流れを一体的に拡大などについて、

様々なご意見をいただいたところでございますので、本日のご議論を踏まえまして、引

き続き検討してまいりたいと思います。

続きまして３番の「施策の展開方向」でございます。国内外をつなぐなど、４つの柱

を設定し、現状と課題や、前回までのご意見を踏まえ、人流と物流を一体的に捉えた、

施策の展開方向を整理しております。右側に施策のポイントをお示ししていますが、内

容については、次ページ以降でご説明いたします。

４番の「重点的な取組の視点」につきましては、2020 度年までの３年間で重点的・

集中的に取り組む施策を、インバウンド加速化など４つの視点でまとめております。真

ん中に囲みで記載しておりますが、2020 年までの時間軸ということで、東京オリンピ

ック・パラリンピックや白老町で整備されている民族共生象徴空間の開設、７空港運営

の一括民間委託などの動きを見据えるとともに、道のインバウンド 500 万人目標、ある

いは道産食品の輸出額 1000 億円目標の達成などにも貢献できるよう、取組を進めてい

きたいと考えております。それぞれの内容については５ページ以降で説明いたします。

５番目の「施策推進」につきましては、道民や荷主、交通事業者など多様な主体の役

割分担、ＰＤＣＡサイクルによる推進管理、交通を取り巻く情勢変化に対応した柔軟な

見直し、を掲げております。
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１ページおめくり頂きまして、ここからは、４つの柱毎に施策の展開方向をお示しし

てございます。前回のご意見を踏まえ、内容を整理したほか、各項目について、字が小

さくて恐縮ですが取組内容の例示を掲げさせていただいております。

１ページの「国内外をつなぐ」グローバル化に対応した交通・物流ネットワークの充

実強化では、左側の①にございます、航空ネットワークの形成として、ＬＣＣを含めた

路線誘致や国際線施設の機能強化などを掲げてございまして、明日、第３回の航空ネッ

トワーク検討会議が開催されるので、そこでの議論も踏まえまして、さらに検討を進め

てまいりたいと考えております。

②の北海道新幹線につきましては、札幌延伸の早期完成や青函共用走行区間など高速

化の実現、また、札幌開業後は、新函館北斗から札幌が１時間程度で結ばれるなど、ラ

イフスタイルの劇的な変化が想定されますので、それを見据えた利活用の促進、新幹線

駅からの交通ネットワークの充実強化などを掲げております。

③クルーズ船につきましては、戦略的誘致や寄港地からのアクセス確保、それから、

④の観光施策と連携した交流人口の拡大では、観光地へのスムーズな移動の実現や発地

と着地の双方向の連携でインバウンドに加え、道民のアウトバウンドの視点も含めた需

要拡大、ＳＮＳによる発信強化で北海道ファンを増やす取組などを掲げております。

右側の物流では、①ネットワークの充実強化として、港湾整備や航空貨物輸送の拡大

に向けたインフラ整備など、それから③、海外・道外との物流の拡大として、安定的な

貨物の確保に向けた加工組立型工業の集積や食関連産業の育成などを進めていきたい

と考えております。

次に２ページの「道内における移動の円滑化と輸送の効率化」では、①持続可能な鉄

道ネットワークの確立については、ＪＲ北海道の事業範囲の見直しへの対応に関して、

地域の検討・協議の状況を踏まえながら、引き続き整理をしていきたいと考えています。

②は高規格幹線道路網の早期形成やインターチェンジの増設など機能向上、③は交通機

関相互の連携強化として、鉄道やバス、タクシー、フェリー、航空なども含め連携を強

化し、乗換の利便性向上など交通結節機能の強化、アクセス交通の整備、さらには、乗

換案内や運行状況などの情報提供機能の充実により、ストレスのないスムーズな移動を

実現していく考えでございます。④の新技術の活用は、自動走行などの技術革新の活用

により、人手不足や移動弱者の解消につながる輸送の高度化、効率化を進めるものでご

ざいます。

右側の物流では、②Ｉｏｔの活用による集荷や配送時の待機時間の解消などサプライ

チェーンの最適化。③の事業者間連携によるモーダルシフト、共同物流網の構築やトラ

ック、コンテナ輸送の効率化、中継輸送などの連携。④の貨客混載は交通と物流の連携

になりますが、鉄道やバス、タクシーなどでヒトとモノを一体的に輸送する取組などを

進めてまいる考えです。

３ページの地域をささえる持続可能なネットワークの構築では、人口減少、高齢化が



5

進む中、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、①の市町村のまちづく

りと連携し、持続的で地域に最適な交通ネットワークの構築に向けた取組、モビリテ

ィ・マネジメントにより、通勤通学での利用促進や住民の外出機会の創出など公共交通

の需要拡大を図る取組、②の安定した地域交通の確保として、鉄道やバス路線の持続的

な維持・確保、それから高齢者の免許返納が増加する中、コミュニティ維持のための、

デマンド交通などきめ細かな交通サービスの展開などを考えてございます。

右側の物流では、①過疎地域等での持続的な物流の確保として、宅配事業者の共同配

送や小売り事業者の配送網の活用などの連携体制の構築、あるいは自治体の買い物支援

などの生活支援サービスとの複合化による地域と一体となった新たな輸送サービスの

構築、などを進めるものでございます。

次に、４ページの「防災・人材確保」、災害に強く、生産性の高い交通・物流の実現

では、①防災減災対策の強化、国土強靱化として、台風や大雪、地震、火山噴火などの

災害に迅速に対応できる体制づくりとして、昨年の台風被害を受けまして、道におきま

して「交通・物流連絡会議」を設置したところでありまして、こうした組織も活用しな

がら、さらなる体制強化を図るとともに、自然災害による交通障害が発生した際に、利

用者目線に立った代替交通も含めた適切な情報提供、あるいは案内や誘導など、また、

インフラ面でも、様々なリスクに対応した災害に強い交通ネットワークの形成などを進

めてまいります。②の人材確保と労働環境の改善として、バスやトラック運転手などの

人材確保、長時間労働の抑制といった働きやすい環境づくり、トラック運送における付

帯業務のコストの適性な反映、生産性向上に向けた経済界や荷主への啓発、などを進め

るものでございます。

なお、前回ご意見のあった、タクシーの営業区域の見直しなど、規制緩和や港湾ビジ

ョンに係る各港湾の特色の記述などについては、引き続き整理をしているところでござ

います。

次に、５ページ目からは、３年間で集中的に取り組む「重点的な取組」の視点として、

前回は、上の現状課題と方向性を、お示ししたところですが、さらに、取組の考え方と

視点を追加して整理しております。

５ページの「インバウンド加速化：交流人口を拡大する交通の実現」では、取組の考

え方として、交流人口の拡大により、北海道に活力をもたらす交通ネットワークの形成

ということで、空港・港湾の路線拡充・機能強化により、インバウンド・アウトバウン

ドを拡大する、あるいは様々な交通手段を利用してスムーズに道内を周遊できる、新幹

線の札幌延伸により大幅な時間短縮が実現する、などを目指し、取組の視点として、航

空・新幹線・鉄道・クルーズ船の戦略的な取組で交流を拡大する、国内外からのリピー

ターを獲得する、右側の全道各地につなぐ交通アクセスの充実、豊かな観光資源を活用

した呼び込み・周遊ということを掲げております。

６ページの「国際物流拡大」：国内外をつなぐ物流ネットワークの充実強化」では、
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取組の考え方として、本道の産業を支え、本道と国内外をつなぐ物流拠点の整備という

ことで、多方面に向けて国際航空路、国際航路の開設によるダイレクト輸送であります

とか、力強い産業構造の構築による安定的な貨物の確保ということであります。取組の

視点といたしまして、国際航空路線や航空貨物の拡大、北極海航路の拠点化。あるいは

ものづくり産業の集積促進、生鮮品輸出に対応した物流機能の強化、道産食品の輸出拡

大などを掲げております。

７ページでは「シームレス交通」：鉄道やバスなどの公共交通の連携による利便性の

高い移動の実現では、取組の考え方として、交通モードが連携し、災害時にも安心でき

る公共交通を実現するということで、安全で快適に利用出来るシームレスで利便性の高

い交通環境、まちづくりと一体となった取組を進め、地域の住民に公共交通を積極的に

利用してもらう、あるいは災害時における交通に関する情報提供機能の充実を目指し、

取組の視点では、課題解決に向けた連携体制の構築ですとか、鉄道と地域交通の連携に

よるシームレスな移動環境の整備、それからマイカーから公共交通へのシフトを促す住

民の意識改革、代替交通の確保などに向けた災害時の連携や情報発信の強化、駅や空港

などの機能強化などを掲げております。

８ページ、「地域を支えるヒト・モノ輸送」では、取組の考え方として、地域経済を

支える安定的かつ持続可能な輸送ネットワークの確保を実現するということで、安定し

たヒト・モノ輸送の確保により安全・安心な生活を確保する、生産地と連携した物流体

制の構築により、安定供給や産地の収益を強化する、それから自動走行などの新技術を

活用したヒト・モノ輸送体制の構築ということを整理しております。取組の視点として

は、交通事業者と輸送事業者の連携による貨客混載の更なる促進ですとか、輸送人材の

確保・育成、それから共同輸送の促進、荷主と連携した生産性向上、自動走行などの技

術革新の進展などを掲げてございます。

次に、参考資料１，２，３についてご説明したいと思います。

ただ今ご説明したとおり、新たな指針の取組として、交通機関相互の連携ですとか、

シームレスな移動環境の実現を目指しているところですが、これに関連して、前回、岸

座長からも言及のあったドイツの運輸連合について、参考資料１をお配りしております

ので、簡単にご説明したいと思います。

「運輸連合」は 1965 年にドイツのハンブルクで、地域公共交通事業者間の連合体と

して登場し、現在では、自治体等が関与したなかで、６０を超える連合が公共交通の運

営を一元的に管理しておりまして、これはドイツ全国のほとんどの地域公共交通をカバ

ーするまでになっております。

その特徴の一つ目としては共通運賃制度の運用でございます。右上にハンブルグの例

が図示してありますが、鉄道をはじめ、バスなど様々なモードについて、一定のゾーン

内では、乗り継ぎの有無にかかわらず、運賃体系が一元化されております。

それから２つ目、ストレスの少ない乗り継ぎの実践ということで、列車を降りたら、
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接続するバスにすぐに乗り継ぐことができるなど、交通モード間の乗り継ぎに配慮した

ダイヤの調整や乗換時の乗車場所が近いなどの配慮がなされています。これはこの会議

で吉見先生からもご紹介をいただいたところであります。

日本では、事業者や交通モードごとに、路線、時刻表、運賃が決められ、乗換えをす

る度に料金を支払い、乗り換えるほど高くなります。また、乗り継ぎの待ち時間が長い

などの現状がございますが、運輸連合では、交通機関や事業者の垣根を越えた一体的な

運営により、誰もが利用しやすい公共交通の実現、公共交通への利用のシフトなどが進

んでいるということであります。

新たな指針におきましても、こうした事例を参考にしながら、モデル的な取り組みな

どの検討を進めてまいりたいと考えております。

それからお手元の参考資料２、ＪＲ北海道の事業範囲の見直しに係る地域の動きにつ

いては、前回 11 月 9 日開催の会議で情報提供させていただいたところですが、先週、

複数の協議会について動きがあったので、ご報告させていただきます。

まず、③の札沼線は、先週の 13 日に沿線４町長による意見交換会が開催され、路線

の維持を前提としつつも、現状維持は極めて難しいとの認識の下、これまで以上に使い

やすい公共交通の確立に向けまして、バスも含め早急に検討していくことが必要という

認識が共有されまして、今後、ＪＲとの意見交換を設け、検討していくこととなりまし

た。

次に、⑥の日高線・鵡川～様似間は、14 日に第 4 回目の地域協議会が開催され、こ

れまで進めていた、ＤＭＶ、ＢＲＴ、バスの運行に関する初期費用や収支等の調査結果

が示され、今後、対応について協議していくこととなっております。

その横、⑪根室線・滝川～新得間は、13 日に協議会が開催され、今年５月から事務

レベルで検討してきた内容について中間報告が行われ、利用促進や経費節減だけでは線

区の赤字を埋めることは困難との共通認識に立ち、引き続き、検討を進めて行くことが

確認されました。

最後に右側の⑧釧網線、⑩花咲線につきましては、17 日に釧路開発期成会の特別委

員会が開催され、広域観光ルートの形成や北方領土隣接地域を結ぶ役割などといった観

点から両線区の位置づけが整理されたところでありまして、今後、路線を維持するため

の地域で取り組む具体的な方策について、検討していくことが確認されたところです。

道としては、引き続き、岸先生を始めとする有識者のお力添えも頂くとともに、地域

の皆様が必要とする情報をさらに提供しながら、地域の将来を見据えた最適な公共交通

ネットワークのあり方について議論が進むよう、積極的に取り組んでまいる考えでござ

います。以上でございます。

（鈴木参事）

続きまして参考資料３の北極海航路航行船舶の寄港状況について紹介させていただ
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きます。

まず、北極海航路についてなのですが、資料２の６ページの上に地図を載せています

が、近年夏期における北極海の海氷減少とともに新たな海上輸送ルートとして国際的に

注目を浴びてきています。

図にありますように、本道からヨーロッパまでの輸送では、通常の南回りのスエズ運

河ルートと比較し、概ね４割の距離が短縮可能でありまして、輸送日数だけでなく、燃

料消費量や温室効果ガス排出量の削減の効果が期待されています。

また、スエズ運河ルートでの海賊問題や台風の影響など、不安定要素を回避すること

ができるルートとしても注目されています。

参考資料３に戻っていただきまして、こちらの方に本道への寄港状況を参考として紹

介させていただいております。

今年初めて、北極海航路を利用する船舶が本道に寄港しております。左側は、今年の

６月に中国からロシアの北極海沿岸に向けまして、LNG 施設に使用するプラントの構造

物の骨組みを運ぶ際に苫小牧に寄港をした状況です。

右側は、今年の９月にヨーロッパから北極海航路を経由した船舶が、苫小牧港及び釧

路港で荷揚げのために寄港した状況です。

このように、北極海航路を利用する動きが少しずつ出てきているという現状です。説

明については以上です。

（岸座長）

ありがとうございました。ただ今の説明について、ご質問、ご意見等ございますか。

それでは、議事（３）の意見交換に入らせていただきます。本日は、交通政策に関す

る指針の骨子（案）が示されましたが、前回の議論を踏まえて、「施策の展開方向」と

「重点的な取組の視点」について、深掘りした内容となっております。１から４ページ

の施策の項目や内容、５～８ページの重点的な取組の考え方・視点。これは前回のいろ

いろな意見を反映させておりますし、さらに、全体的な構成なども含めて、意見交換を

行っていきたいと思います。

それでは、また順番にご意見を伺いたいと思いますが、まずは石井会長からお願いい

たします。

（石井会長）

山谷副知事の挨拶の際にもＪＲ北海道の論点について述べていただきましたので、そ

の上に釘を刺すような言い方はあまりしたくはないのですが、今回指針のなかで、今、

北海道の交通ネットワークの大きな課題となっているＪＲ問題についてある程度道筋

がみえる内容を入れていかないのはマズいのではないかと思います。ある程度の内容を

是非盛り込んでいただきたいと思っています。
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ある程度の内容というのは、ＪＲ問題については今年の３月までに議論した成果があ

ります。これを私なりに勝手に解釈しますと、全道的なネットワークの観点から当面残

していかなければならないという意味付けをしたのは、宗谷線と石北線の２つだけだっ

たと思います。その他については、地域の協議の状況等のなかでどう対応していくかに

なるのだろうと。いずれにしても個々の線区をどうするという議論ではないにしろ、ど

ういう落としどころを模索するのかということについて、ある程度の言及が必要かなと

いうこと。

またそれに際しまして、国への支援については従来から言っておりますけれども、道

なり地元の自治体の関わりや支援の枠組みについても基本的なスタンスについて一定

の方向を示していただきたいと思っています。ちょうど線区の見直しから一年が経って

しまい、少なくとも今のご説明の中でも検討が進んでいるという話がありましたけれど

も、当事者の協議のテーブルがいくつも出来ていないという認識があります。協議が前

に進んでいないということで、私としては一年が経過してもテーブルにつかないのはル

ール違反だと申し上げてきており、一年経ってもそういうことがまかり通っていること

に関して我々が何も言わないというのは、おかしいのではないかと思っています。要は

これ以上テーブルにつかないというのは、ある意味ではＪＲさんの提案に対して「どう

ぞご自由に」という意思表示をしているという受け止め方をされても仕方がないくらい

時間が経っていることについて私自身は何らかのコメント、位置付けが残念ながら必要

な段階になったのではないかと思っております。

ＪＲ問題は以上ですけれども、そのことも含めて全体の整理ということで、前回も申

し上げましたけれども資料２の道内における移動の円滑化で、表書きでは連携強化とし

ていただいておりますけれども、全体としては再構築するという視点が必要だという意

見を前回も申し上げました。やはりその部分がないと、今のものをそのままにして連携

強化をするという流れでは必ずしもないのではないかということ。そういう部分はもう

少し明確にしていただく必要があるかと思います。

また、２０３０年という長期でいうと課題もあるけれども成長を目指すという流れを

是非書いて欲しいと思います。その中でいうと当面の３年間は何をするのかというと、

今現在の非常に重い課題を解決するというところを具体的に書いていただかないとマ

ズいのではないかと。これは先ほど申し上げた線区の見直しだけではなくて、例えば新

幹線の高速化問題についてもなかなか実現の目処がついていません。２０３０年開業の

ときにパッと高速化出来るのかというとそういうものではありません。

また空港の問題でも、ＬＣＣ等が動き出してはいますけれども、もう少しきちんと道

内ネットワークにもどう取り組むかの当面の課題があります。物流についても、このま

までは人手不足で維持できないのではないかという深刻な課題があるわけです。

その部分を全部ひっくり返して、すぐに新たな可能性が生まれるというようなところ

を３年間の重点的な取組で出していくのか。私はむしろ現実の課題をきちんと解決する
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ということを意識しながら、どういう方向を目指すかという内容で示していかないと、

２０３０年までの中長期的な方向付けという内容が、現実の問題に耐えられないのでは

ないかという認識を強く持っております。

是非課題についてはきちんと議論していただいて、骨太の指針を出すという方向でご

検討いただければと思います。以上になります。

（岸座長）

ありがとうございました。吉見委員お願いいたします。

（吉見委員）

私からは資料２の骨子案をベースにしながらお話させていただきます。

全体といたしますと、一番上にありますように北海道新幹線札幌開業予定の２０３０

年度までを視野に入れた交通政策の指針であるとの前提がまずあるわけで、それについ

て施策の展開というところで柱を立てられていると。しかしながら、次の重点的な取組

の視点というのは３年間で集中的にというわけですから、２０３０年と言わず直近の３

年間で何に手を付けるかという整理がされていると理解しております。

基本的にこういう整理の仕方は重要だと思っておりまして、今、石井会長からもあり

ましたけれども、やはり指針といっても抽象的過ぎると進まないと思います。色々な形

で具体化をしていくことが必要であって、一方で２０３０年までの中で極めて具体的に

全てを進めるというのは、これまた難しい面がある。指針ですから、やはり大枠、方向

性をきちんと示すということも重要であります。その点ではこの２０２０年、東京オリ

ンピック・パラリンピックの年、そこにかけての３年間というのがひとつの鍵となって

いるのだろうと思います。ここではインバウンド加速化、シームレス交通、国際物流拡

大、地域を支えるヒト・モノとありますが、これをより具体的にしていく必要がありま

す。これらは実は色々な交通モードとか、あるいは他の様々な施策を重ね合わせてやっ

ていただかなければならないことだと思いますので、それぞれごとに関連する施策をひ

とつにまとめて、そして重点的な戦略として出していくということが、大変重要だろう

と思っています。

その中で、これは直近３年間の中になるのか、もっと長い目で見なければならないも

のになるのか、少し悩んでいる部分もあるのですが、例えば鉄道。どうしても今目の前

に課題がありますので、ここについては、この中でも特に、この３年とか短い時間の視

野の中でそれを見据えていかなければならないこともあると思います。バスについても、

北海道のバスというのは、特に地方において、非常に厳しい状況におかれてる。これは、

ゆっくりと対策を考えるということにはならないと思うわけです。バスは公共交通の最

後の砦なのかもしれませんが、最後の砦だからといって、そこに色々な交通の役割を寄

せてしまっても、なかなか持たない状況になってくるのではないかと。交通の部分では、
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バスをどうするのかということを考えなければならないと思います。さらには、インバ

ウンドの加速化というのがあり、つまり北海道にどうやってお客様を迎えるか。それに

対して交通をどのように考えるのかということになると、おそらく道内交通のみならず、

道外からの交通も考慮に入るのかなと思うのです。現在、アジアからたくさんの外国人

客が北海道を訪れております。今日、昨日と雪が降って大喜びしているお客様も一杯い

るのではないかと思いますが、それはある意味偶然というと語弊があるかもしれません

が、このような形で、インバウンドもたくさん北海道にお客さんが来ているということ

もあるわけです。そもそもどういう交通体系をもって、どこの国からお客様を呼びたい

のか、呼ぼうと思っているのか、ということを我々自身がちゃんと考えたことがあった

のか。あったとしてもうまくいったのか、多分に疑問が残ります。

例えばヨーロッパやアメリカなどからの航空路線。これらの地域からお客様を迎える

といったことは、長年課題となっていたかと思うのですが、現状で、そういう航空路線

を北海道に持ってきて新千歳空港を一種のハブ空港化して展開していくということが

なかなか出来ていない。あるいはロシアに一番近い地域、具体的にはサハリンなりが北

海道に熱い目を向けている中で、その部分の交通のパイプはアジア諸国に比べだいぶ細

い。そういう意味では北海道の地理的な本来の優位性というものが、インバウンドの誘

致という点ではなかなか果たせていないわけです。こういうところはどう考えるのか、

自然に任せるしかないということになるのか。その位置づけというのは、長期的にも考

える必要があると思うわけであります。

これらについては、今の北海道がどういう方向に向くべきであるのかですとか、公共

交通を今後どのように位置付けるのかにしましても、我々北海道民が、本来きちんと考

えなければならないわけです。きちんと考えなければならないと言うと抽象的ですが、

我々の常識ですとか、考え方というのを変えていくということがこの中では求められて

いると思います。新幹線が札幌に延伸するということになると、新幹線というツールに

ついて、あるいは本州に対するアクセスということについて、道民の意識は変わってい

くものと思いますけれども、それは２０３０年でありますから、それ以前に、道内の公

共交通、あるいは海外との関係を考え、意識を変えることが必要だと思います。公共交

通が非常に厳しく、道内の中の公共交通をどうしようかと考えているときに、道民自身

が公共交通を使わなくなったという事実が目の前にあるわけです。みんなで使いましょ

う、というだけではなくて、どうすればこれを使えるのか、使うようになるのか、とい

うことをもう一度考えて、そしてその方向に地元や、住民、あるいは広く言えば道民自

身が発言をして、そしてその考え方を変えていくということが必要なのだろうと思いま

す。

そういうことを考えますと、これらの指針は、ここで言うところの特に短期的なもの

のところが分かりやすいかもしれませんが、実際にやらないといけない。実行しないと

いけない。それをきちんと保証するというか担保する体制を作っていくことが必要かと
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思います。それは、今日お集まりの皆様がそうだと思うのですが、関係の皆様の協力が

他地域以上に北海道では重要だと思います。北海道だから出来る、そういった取組は可

能だと思うのですが、そのための体制をつくることが重要だと思います。今日、事務局

の方からも説明をもらいました運輸連合というものも参考になると思います。複数事業

者、あるいは自治体等とが、一つの団体と言いますか機関の中で、協力していくという

ことです。これはある意味で犠牲を払いながら、ある意味で住民を巻き込みながら、や

っていくことになりますので、そういった、いわば我々の物事の考え方を変えるような

仕組み、意識を変える、そういった体制の整備によって諸施策も可能になってくると思

っています。私からは以上です。

（岸座長）

はい、ありがとうございました。では自治体の委員として、山下委員にお願いいたし

ます。

（山下委員）

第４回目の会議を欠席しておりまして、大変申し訳ございません。

資料の事前配布の中で、第４回の主な意見というものを拝見させていただきまして、

具体的な課題をどうしていこうか、それぞれの関係団体や私どものような自治体の役割

というものも少し見えてきたかなと。具体的なところにいたっての議論が少し出てきて

いるかなと思います。私は地方自治体の代表者と言いましょうか、小さな町の町長であ

りますけれども、実際に町づくりを進めていく中で、今、私の町で言いますと、ＪＲ石

北線をどういう方向性で考えたらいいのか、どうしていくべきなのか、そんな議論をし

ております。一方では北海道管理の女満別空港がありますので、７空港の民間委託、そ

こをどのようにするか、それを考えたときに何をしていかなければならないのか。二次

交通の重要性でありますとか、インバウンドをどのように受け入れていくのかと。そん

なことの議論もしています。先日、担当者から相談を受けましたのは、地方の生活バス

路線の維持の補助金がありますけれども、ここが中々きな臭いという話もあったり、地

域としてどのように考えていくべきかバス事業者の方から路線の見直しなどの提案も

頂いていると。

さらには、私どものところでは水産はありませんけれども、地域とすれば、水産や農

業などの一大産地でありますので、こういったものを運ぶ運転手の方々が少ない。それ

をどうやって確保していくか。そういった交通に関する課題というのが非常に沢山あり

ます。

具体的には、各市町村は北海道としての指針、考え方、方向性、それを待つまでもな

く、その場その場で色々な施策というか対応をしているのが現状かと思います。

今言ったほかに、当然やっておりますのは、高齢化に伴う交通弱者といわれる方々の足
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の確保をどうするか。デマンド交通を立ち上げたり、市町村運営のバスを運行したり、

高齢者の外出支援のタクシーの助成をしたり、色々な事をやっています。

昨年度の検討会議から、今年度の総合政策として課題を掘り出して、そして、どうい

う方向性で北海道として進めるべきかと。だんだん、この考え方というものは煮詰まっ

てまいりましたけれども、では、誰が何をどういう負担で具体的にやるかというところ

までは、なかなか見えてこないのではないかと感じております。

方向性を間違えているとか、そういうことではなく、方向性やここで議論されている

ことは間違いないことだとそのように理解するのですが、では地域に持って帰ったとき

に、この指針や方向性を受けて、私どもの行政機関はいったい何をするべきか。地域の

バス事業者の方々は、空港のビル会社は、今、何をなすべきか。観光事業者はどうした

らいいかなと。具体的なところが見えてこないので、方向性としては、同意出来るとい

うことなのですけれども、おそらく、誰かがどこかで動き出さなければ、実行しなけれ

ば、行動しなければ、なかなか進まないということになるのではないかと。

この政策の方向性というのは、特に JR 問題などでは、地域とすれば、北海道はどの

ように考えるのかと非常に期待を持っておりますけれども、私は出る方向性はそんなに

大きく変わるものではないと思っております。ただ、それをいったいどうやって実行し

ていくか、そこのところの議論というか役割をいかに明確化して、誰が火を付けて動か

していくかというところをしっかりと確認しておかなければならないのではないかな

と思います。

オホーツク管内の私どもの地域でも、オホーツク総合振興局や北海道開発局さんが地

域の政策展開方針なるものを示して、オホーツクは今後こういう方向でいこうと、一次

産業はこう、交通政策はこうと出ています。その後、よく市町村長で議論しますのは、

言っていることはそのとおりなのだけれども、これは一体誰がどの予算でいつやればい

いんだろうか。そこのところが無いので、毎回同じ議論の繰り返しになっているような

気がしています。

例えば、安倍総理が経済団体に給料を上げてくれと言うような話をされましたと。で

は、指針がまとまった時に、北海道として、例えば、生産団体に片荷の解消について、

農業や水産業の生産団体の方々にこういう方向性で何とかできないかとそういう話を

してくださるのかどうか。また、民間の企業の方々、交通事業者の方々に対して、例え

ば、バスとハイヤーと JR さんの連携について、こういうふうに考えるから、是非そこ

は三者集まって協議してくれ、北海道も入るという話になるのか。他、市町村は、こう

いう計画を使って、具体的にインバウンドの受入に対して、こういうようなことをやっ

てくれ、あんなことをしてくれ。こういう事業展開はどうですか、一つの市町村ではな

くて広域でそういうことを取り組めませんか、やるのであれば北海道は地域づくり総合

交付金でこんな応援をしますと、例えばそういう様なこと。

さらには、道民に対して、公共交通を見直して、皆さんもっと利用しましょうという
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PR を市町村や北海道みんなでやっていきましょうという話まで。ここの方針は正しい

ことなのだけれども、誰がやるか。

私ども行政機関というのは執行機関です。ですので、それをどうやって具体的に進め

るのか。さっき、色んな事をやっていると言ったのですが、結果的には場当たり的に目

の前のちょっとした課題を何とか通り過ごさせてしまうために、こんな補助を出したり

とか、こんな運行をしたりという程度なのです。北海道のしっかりとした指針を示して

いただきたいものだという期待はありますけれども、実際には実行していかなければな

らない。そこのところをこの会議の中で、どこまで盛り込めるかということではないか

なと。

昨年も検討会議で、JR のことも含めて方向性というものを一つ出しました。更にそこ

で終わっては困るということで、おそらくこの会議に繋がっていることと思いますが、

私からすると、こういう会議は、もうここで結構ではないかと。何をするかという実行

する形を次の段階では示していかなければならないのではないか。次の三年間で重点的

にということで、おしりは 2020 年と決まっていますから、具体的な取組の事例を 2018

～2020 年度の３年で、誰が何をどうやって負担してやるかというものを示して、来年

度から取組んでいくということを期待したいものだと思います。

（岸座長）

はい。ありがとうございました。それでは事業者の委員からご意見を頂きたいと思い

ますが、まずは小山委員、お願いいたします。

（小山委員）

小山でございます。日頃、皆様には大変お世話になっております。ありがとうござい

ます。

本日いただきました資料につきまして、まず、言葉の定義と申しますか、「持続的な」

と「持続可能な」いう表現が至る所に出てまいりますが、ここで言う持続的、持続可能

というものをどのように考えるのかをきちっと定義すべきではないかと考えておりま

す。

特に大事な事は、資料３Pにある交通に関する施策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ということで、ここにあるように、利用者のニーズや将来のま

ちづくりを見据えた最適な交通体系の実現、これが正に持続可能な交通ネットワークを

どうつくっていくかのポイントになると思います。

それに比して、鉄道をどう持続させていくかとか、その他のものをどう持続的に運営

していくかということは、ちょっとそれとは視点が違うのではないかと思います。

まず、ニーズに適した交通を効率的に提供するためには、どのモードを選択するのが

最適であるかということ、議論がきちっとなされるべきではないかと思っております。
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その上で、山下委員からも話がありましたし、また、前回の会議の中で中木委員、そ

れから今井委員からもご提起がありました鉄道とバスとタクシーとどういうモードを

組み合わせたら、最も効率的な交通が提供できるのかを概念ではなくて個別具体的に議

論していかなくてはいけないと思っております。

そういう意味で特にニーズのあるところ、特に地域の交通を考える際に、例えば通学

生の問題ひとつとっても、学生さんがどこからどこの高校へ通っているという現実があ

りますので、その人数もはっきりしますし、ボリュームもはっきりします。それを踏ま

えて、どういう交通、どういうモードが最も持続可能な、地域に適した交通であるか。

それ以外にもいろいろと通勤ですとか買い物ですとか日常生活のご利用も当然あると

思いますので、そういった観点からの議論が必要であろうと思います。

私どもも、是非、そういう意味では、全体議論ではなくて、個別というか地域ごとに

そういう事業者間の情報提供ができるような場を設置していただければ、その辺、是非、

道庁様にもお願いをし、そういった地域の交通を議論する、また、情報提供、事業者間

での情報の共有化が図られるような場がつくれればというふうに考えております。

それからもう 1点は、インバウンドと申しますか観光面も当然、二次交通が必要であ

りますので、その観光の拠点ごとにどういう連携ができるか、といったようなことも非

常に重要だと思いますので、そういったことについても、是非、いろいろとお力添えを

いただければと考えている次第です。以上でございます。

（岸座長）

ありがとうございました。中木委員お願いします。

（中木委員）

先ほどいろいろとバス事業に関するお話をいただきました。まさしく、今、地域のバ

ス事業者が、過疎の問題、少子高齢化の問題等で、相当各地区でご苦労なさっていると

いうのが実態です。バス事業者が最後の砦というお話もありましたが、我々としても、

その面では北海道あるいは国土交通省からの補助金をいただきながら、何とか路線を維

持すべくやっております。

今回 JR さんの事業範囲の見直しによる路線の縮小等については、バス転換というお

話も聞こえてくるのですが、実際、各地区の事業者は、当然のことながら、運転手不足、

あるいは収支の問題でなかなか今の路線を維持することが大変で、いざバス転換となっ

たときに、利用者を受け入れることができるのかということも懸念されると思います。

そういうことで、我々としても事業者の現状を踏まえて、今 JR さんが見直し等を発

表されてから 1年経っていますがこの先どうなるのか、協議が決まるまで待てないとい

うことになりはしないかと思っています。

3年で集中的ということですが、JR さんが 3年後どうなるのかということを示してい
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ただかないと、地域はそれに対してどうするのだということを双方が話せないので、い

といつまでたっても進まないのではないかという気がしてなりません。そういった面で、

まずは JR さんが、各路線をどのように考えているのだということを話して、それを地

域の方にも丁寧に説明されていると思いますので、あとは地域、その中で交通関係者、

あるいは自治体と協議をして、JR さんの後をどうするのかということを話すような、

そういう時ではないのかなという気がします。

ひとつそういう面で、ＪＲさんの今後の方針を示していただきたいというのと、先ほど、

山下委員がおっしゃられたように、そのときには北海道はどういうスタンスでそれを受

け止めていただけるのか。あるいは協力なり、いろいろな支援をしていただけるのか、

ということも含めて考えていく必要があるのではないかと思っています。

（岸座長）

ありがとうございました。今井委員、お願いいたします。

（今井委員）

ハイヤー協会の今井です。前回まででいろいろ議論が出尽くしたのかなというふうに

思っております。

今回、この資料をいただきまして、前回と重複するところもございますけど、長期的

な 2030 年まで、それから当面やらなければならないということで、項目としては良く

まとめていただいているのではないかなと思います。

先ほど山下委員、小山委員がおっしゃったように、交通でいうと、いわゆるシームレ

スな鉄道とか、バスとか、タクシーだとか今までの業界の垣根を取り払った議論が必要

だろうということでした。しかし、山下町長もおっしゃっていましたけれども、いよい

よこれから具体的にどういうところをどうやっていくのかということを、これからおそ

らく議論していくことになろうかと思いますけれども、全道たくさんの市町村でいろい

ろな問題を抱えているので、いくつも並行的にやっていくのはなかなか難しいと思うの

です。そういう意味では、例えばですけれども、道がひとつのモデルケースのようなも

のをつくってやるのか、あるいはいくつか、5つなり 3つなり、7つなりになるかわか

らないですけれども、町によっていろいろ現在持っている交通インフラとか、現在抱え

ている地域の問題とかに若干差異があると思うのです。そういうことを勘案しながら、

全道、いくつかの市町村で、具体的に何か事例を進めていくとか、いよいよそういうと

ころにきているのではないかと思います。

そういう点では、私どもも例えばタクシーの事業で言うと、都市部と地方、あるいは

過疎地といいますか、抱えている問題は各々違ったりするのですけれども、そこは協会

というか業界がひとつになって横断的にこの問題を議論していきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。
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（岸座長）

ありがとうございました。続いて三宅委員お願いいたします。

（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。航空事業者の視点で何点か

意見を述べさせていただきます。

まず前提としては、改めてですけれども 2030 年までという長い 13 年間の方針のなか

で、とりまく環境は何度も議論されているとおり、人口減少、高齢化の進展と、都市部

への人口集中があるなど、人口が減っていくなかで交通ネットワークを維持するという

難易度の高いことに取り組んでいかなければいけないということだと思います。そのた

めにどう知恵を出して、みんなで協力して取り組むのかということだろうと思っており

ます。

その観点で見たときに、航空路線ということで申し上げますと、大きくは施策の展開

方向の中の柱の 1「国内外をつなぐ」と、柱の 2「道内における移動の円滑化と輸送の

効率化」というところに、航空が関わってくると理解しておりますが、まずひとつ、国

内外をつなぐネットワークでございます。

国際の前に国内を申し上げたいのですが、国内航空ネットワークの充実・強化という

1ページの部分のところに書かれている文言は、新規路線の誘致や休止路線の再開、運

航多頻度化及び運賃の多様化・低廉化と、非常にある意味、耳障りのいいことが書かれ

ているわけです。こうなれば越したことはないわけですけども、なかなかそこは難しい

ので、そのためにどう知恵を絞ってやるかということだろうと思いますので、そのあた

りをリードするような文言が記されるべきではないかと思っております。

関連して④に交流人口の拡大、もしくは観光施策と連携するということが書かれてお

りまして、私がこれまでの検討会議で申し上げた、発地と着地の双方向の連携による需

要創出のようなことが書かれています。まさにこういったことをやっていく中で、国内

航空ネットワークの充実・強化をしていくのだと、こういうことだろうと思います。

ひとつは、これからの 2030 年までの大きな変化は 7空港の一括民間委託ですから、そ

れをどういうふうに積極的に活用するのかということでありましょうし、国内航空ネッ

トワークを充実・強化するためにもインバウンドを使うということであります。当然な

がら千歳が大きな国際線の拠点空港になるわけですが、それだけではなくて、2030 年

の東京オリンピック・パラリンピックをきっかけに多くの外国人が首都圏に来て、首都

圏まできたお客様をどのように北海道までうまく誘導し、その結果をどう国内航空ネッ

トワークの充実・強化につなげるか、ということかと思います。また、LCC をどのよう

に活用して国内航空ネットワークの充実・強化に努めるのか、ということもありますで

しょうし、さらには、航空事業者、自治体それから民間委託される空港会社、そして地
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元の事業者、観光業界、それから二次交通も含めた地元の事業者が、どう一体となって

連携するか。こういうことが記されるべきではないかと思っております。

それから国際航空の方は、LCCを含めた路線誘致ということは構わないと思いますが、

後段の方の国際線の地方空港の利用促進、国際線を地方空港にもっとたくさん就航させ

るということがメインで書かれているところがございます。当然ながらそれぞれ地元の

空港として、国際線が直接飛んでくるという期待は理解するところでございますが、現

状でも定期国際線が飛んでいる千歳以外の空港は旭川と函館のみでございますから、そ

ういうことができるに越したことはないですが、それがメインのテーマとしてここに記

されるものなのだろうかと感じております。

また、柱の 2番の道内における移動の円滑化の部分でございますが、私どもの道内航

空路線はここで語られると理解をしています。これからの 2030 年までの道内の交通体

系を考える上で、道内航空路線のあり方は、非常に重要なものになってくるのではない

かと思っておりますが、交通に関する施策のところに、航空に関して触れられているよ

うな書かれ方になっていないと思います。

③の方に交通事業者や関係団体、自治体など、関係者の連携体制の構築であるとか、

交通結節機能の強化であるとかアクセス交通の整備であるとかが触れられております。

道内の交通体系について議論が行われ、これからの課題が出てきている現状で、この道

内の航空ネットワークをインバウンドであるとか、それから道外のお客様含めてそうい

った方に搭乗いただいて、多頻度化したり、多様な運賃提供をできたりと、そういうこ

とにつながっていければと思います。さらには、非常に長い超長期的なスパンで見れば、

どうしても人口減少の中で道内の地方からの道外ネットワークが維持できないときに、

千歳との間でハブ＆スポークが維持できるようになっていれば、それを補うことも可能

なわけで、そういった観点からも道内航空路線をどのように維持・強化していくかが重

要であると思っております。以上です。

（岸座長）

ありがとうございました。野村委員お願いします。

（野村委員）

トラック協会の野村でございます。トータル的な物流・交通政策というよりも物流の

ことしか言えないものですから、物流に関してお話いたします。

道内には運送会社が３５００社ほどあります。２０３０年までにさらにひどくなるの

は人材不足の関係だと思います。物、仕事はあるけれども人がいないということ。また、

個人の生活、暮らしも便利になればなるほど物流は忙しくなって余計に人手がいなくな

る。人手不足になるという状況であり、相反している部分であります。

普段生活を陰で支えているのは物流じゃないかと思っています。ましてや地方におい
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て更に深刻なドライバー不足になるように思います。

自動運転等を国が推進しておりますけど、高速道路とか高規格道路においてはインタ

ーチェンジまで自動運転はされるにしても、将来的な理想とすれば、インターチェンジ

に大規模なセンターを置いて、そこから町内を配送するとかいうことですとか、個別配

送をやめてどこかの市町村に大規模なセンターを統合して、そこまで取りに来てもらう

とか、ということも誰かが指導してやらなくちゃいけないのではないかと。

民間企業が３５００社の中で競争するよりも、先ほどドイツの例にありましたように、

国とか行政がこういう風にやろうじゃないかと、民間企業を誘導していかないとドライ

バー不足に対応できないのではないかと思います。

また、輸送効率、コストというのも当然削減しなくてはならない重要な問題でありま

す。そのためには原材料を運ぶだけではなくて、高付加価値な製品を北海道で加工する

ことによって生産効率も上がるという形になって収益面でもプラスになるということ

も考えられます。そういう部分では行政が企業誘致を進めるなどしていただければあり

がたいと思います。

また、運送業界については、コスト、税金、環境対策に関わるエンジンの改良や事故

防止装置などにより、車両価格が百万単位で上がっているような状況でありますので、

この辺も相応な負担を荷主に負担できるような形で行政面からバックアップしていた

だければ助かるなと思います。

加えて、安全面とか整備面での運行管理者、整備管理者等配置の義務もありますので、

その辺の規制緩和といいますか、もちろん安全とか、事故を起こしたら大変なことにな

りますので、十分な管理者は必要ですけど、幾分かの規制緩和は必要だと思います。

３５００社もあるから非効率な輸送がされているのだと思います。行政面でも企業統

合とか合併とかを推進することによって荷主企業と対等なウインウィンの関係がなさ

れるのではないかと思っています。

また先月、櫻井寛さんという人の講演を聴きました。「北海道鉄道大旅行、スイス鉄

道に学べ」という講演会がありまして、スイスは鉄道が１６km 以内に必ず駅があるそ

うです。北海道は２～３００km 駅と駅の間が離れているそうなのですが、スイスは密

度では世界一だそうで、年間乗客数は日本が世界一だそうです。また驚いたことに、ロ

ーカル線が１時間に２本あり、自動車乗り入れ禁止町村が１０以上有るそうです。また

改札をしないらしいです。切符は買うけども、改札の機械がないという。それは人の目

のポスターが貼ってあり、人の良心にまかせるということらしいです。講演者は鉄道が

好きで、スイスとかによく行っているのですけれども、鉄道は国民の財産であり守り抜

こうではありませんか、というお話でした。

こういう部分で、今言っても遅い話なのかもわかりませんけれど、是非とも国民の

財産であるＪＲを残していただければなと感じた次第でございます。以上です。
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（岸座長）

ありがとうございました。それでは、髙橋委員の代理で玉木様お願いいたします。

（玉木代理）

髙橋が本日所用のため、申し訳ありませんが私が代理としてお話させていただきます。

確か、第２回のときに、鉄道貨物の今後の対応策の話をさせていただいたと思います。

その後も毎回いろいろと髙橋の方でお話をさせていただいているなかで私が聞いてお

りますのが２点ありまして、農水産物の季節波動・片荷輸送の問題と災害への対応の問

題です。

最近、地球温暖化の影響ではないかと言われていますが、災害が多発しておりますし、

台風が非常に大きな勢力で襲ってくるという状況の中、輸送障害を起こした場合の代替

輸送について髙橋の方からご説明させていただいております。その点につきまして、今

日いただきました資料２のＰ４「災害時の連携体制」、Ｐ７「代替交通の確保などに向

けた災害時の連携」で対応してまいりたいと考えております。

もう１つが農水産物の季節波動・片荷輸送の問題で、これはＰ２「事業者間連携による

効率化」「荷主間連携による共同物流網の構築」、Ｐ８「輸送事業者の連携による幹線輸

送の共同輸送の促進」によって、その問題の解決を図ってまいりたいと考えております。

（岸座長）

ありがとうございました。一通り委員の皆様からはご意見をいただきましたので、参

与機関の皆さんからご意見があれば伺いたいと思いますがいかがでしょうか。

（高橋参与）

北海道運輸局の高橋と申します。よろしくお願いいたします。

これまで、５回の検討会を重ねてきましたので、私どもといたしましても、今回の取

りまとめに関して大変期待を大きくしているところでございます。

今日、私が発言させていただいたのは、本日の議論を踏まえて意見があったというこ

とではなく、これまで第３回、４回の会議の中で発言がございましたし、今日の資料１

にも、第４回の主な意見ということで添付されてございますタクシーの営業区域の関係

で若干、現状等と補足の説明をさせていただきたいと思いまして、発言の機会を与えて

いただきました。

前回の検討会議でも今井会長の方から、広域連携するに当たっては、タクシーには営

業区域というものがありまして、そういうものを踏まえて議論をしていただきたいとい

う旨の話があったかと存じております。

現在、タクシーの営業区域にも、当然いろいろ不具合といいましょうか、季節波動で

すとか、安定的な輸送の確保は難しいという意見がございます。私ども北海道運輸局と
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いたしましても、冬期における新千歳空港において、新千歳空港の利用者に対する安定

的輸送力の確保を実現するために、規制を緩和して対応しているところでございます。

また、倶知安・ニセコ地区の冬期間は、訪日外国人旅行者の増加に伴いタクシーが不

足いたしまして、そこに住んでいる住民や、滞在中の旅行者の移動に支障をきたす状況

となっていることから、ニセコ地区の安定的輸送力の確保のため特例措置を実施してい

るところでもございます。

また、今期はキロロリゾートにかかる安定的な輸送力の確保についても、特例措置を

実施する予定であるということで、タクシーの営業区域につきましては、地域の合意の

あるものについては、弾力的に取り扱うこととしておるところでございます。

いずれにいたしましても、タクシーの営業区域に関わらず、実際現場で起こっている

課題については、関係事業者、関係団体と連携いたしまして、解決に向けた取組をして

いくこととしておりますので、その点ご承知願えればと思いまして、発言をさせていた

だきました。以上です。

（岸座長）

ありがとうございました。他はいかがでしょうか。

（倉内参与）

開発局の倉内でございます。本日は指針の骨子案ということなので、最終形がどうい

う形になるかわからない中で申し上げるのですが、網羅的に全体がカバーされておりま

すので、指針ということでは、良いかと思います。

ただ、中身をよく見れば誰が事業主体なのか分かる形にはなっているのですが、端的

に事業主体を書いているわけではないので、今日の皆さんのご意見を伺っていた感じで

は、この後の各論をどうするかということがやはり問題なのかなというふうに聞いてお

りました。

運輸事業者間の連携をどう進めるべきか、資料２の１ページ目に書いている「航空ネッ

トワークの形成」の項にある地方空港の利用促進など、これらを誰がどういうふうにや

るのかという各論の部分。これをこの指針の中に書くべきなのか、それとも今後の進め

方というところで整理すべきなのか。最終形がまだどういう形になるのかがわからない

中、ひょっとすると最終形はすごく具体的な形になってくるかもしれないですが、感想

として、申し上げました。

（岸座長）

ありがとうございました。福井参与お願いいたします。

（福井参与）
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北海道商工会議所連合会、福井と申します。

これまでの議論を受けて、まず１つ、指針ということで前からもお話しているとおり

２０３０年を目指してどうしていくか、といういわばビジョンに当たるものなのですけ

れど、ビジョンの中身として聞いていたお話の中ですと、課題解決型ビジョンというの

が１つ当然あるかと思います。現状をどう良くしていくか、あるいは維持していくかと

いう部分が１つあるかと思います。

一方で、やはり北海道らしさみたいなこと、新しい方向性みたいなものもある程度示

していくということも指針では当然必要になってくると思います。

課題解決するための新しい方向性というのもあるのかもしれませんし、北海道らしさ

をさらに出していくために、新しい方向性を出していくという部分も、今回の指針にと

っては非常に重要な部分だと思います。その課題解決型か、新たな方向性かというとこ

ろを強く意識してみてはと思います。その辺りをもう少し切り分けて考えてもいいかと

考えています。

加えて、以前の運輸交通審議会でもいろいろお話が出ていましたけれど、例えば今か

ら１０年前を考えて、この１０年間で想定し得たことと想定し得なかったことがあると

思います。私どもも成長戦略ビジョンを平成２６年に作って、翌年、社会資本整備への

提言をまとめましたけど、その２年半の間で、想定しきれない部分が相当ありましたの

で、例えば３年後にしても、２０３０年を目指したとしても、これを策定したから終了

という話にはならないと思います。想定し得ないことが本当にいろいろありますので、

その時にどうしていくのかというところを、きっちり認識したうえで、この指針をつく

っていかなければならないなと考えています。

もう一点、各論をどうしていくかという話があったと思うのですが、これはビジョン

とは切り離してきっちり考えた方がいいと思うのですが、どのように議論をしていくか。

先ほど倉内次長からもありましたけれど、スケジュール感というのも必要ですし、

議論する組織をどうしていくかというところもあります。あるいは、例えば道庁の事業

計画にどう反映していくかですとか、国にどう要望していくか。我々のような経済団体

がどう事業計画に反映していくかという部分もある程度想定するか。スケジュール的な

部分も見据えて、指針とは別に、次はこういった展開になっていくのだというところも

示していければと考えています。

（岸座長）

ありがとうございました。全体通してご発言ある方がいれば、お受けしたいと思いま

すがいかがでしょうか。

（山下委員）

前回、その前から話題としてありましたけど、交通全般の中で双方向の往来を増やし
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ていく、発地と着地の連携をどう深めていくかということで、これはおそらく、前回で

いうと航空路線のことが中心ではなかったかと思いますが、航空以外のことにも通じる

話かと思います。ＪＲさんのことを考えても、私たちの地域で議論として出るのは、私

どもオホーツク地域の方々がＪＲを利用させていただく行き先はどこかというと、やは

り多くは札幌だと思うのです。そこには、石北線から函館線に乗り継いでということに

なろうかと思いますので、札幌市とオホーツク地域とが連携して、相互に人を行ったり

来たりさせていくことが大切ではないかと思います。

私どもの町は小さいですが、観光バス事業者が２社ありまして、いずれも札幌圏に営

業所を持っている。地元の乗客を地元で周遊させるという従来型のバス観光という形も

とっておりますが、札幌に営業所を持って、新千歳空港でお客様を乗せて道内を周遊さ

せるというパターンもかなりあると聞いております。加えて、先ほどお聞きしましたと

ころ、タクシーなんかも冬場のニセコ地域に札幌圏から車を回すということも考えたり、

冬になると私どもの地域のトラック運転手の方々が、札幌の排雪事業者のところに働き

に行くなんてことも聞いております。

そうやって考えると、大小様々、いろんな考え方があろうかと思いますが、航空はも

ちろんですけど、札幌圏と地方の関わりというのが非常に大切になるのではないだろう

かと思います。今後、具体的な政策、施策、事業を展開していく中にあって、札幌市と

言いましょうか、この圏域の自治体との関わりを、やはりこの会議の中でも明確に示し

ていくということが大切ではないかという印象をうけました。

また、空港のことで言いますと、例えば私どものところは今現在、新千歳空港との便

の機材は大きくありませんが、一日６便が飛んでいる状況にあります。

これは、稚内空港だとか函館空港、中標津空港、釧路空港といったところは新千歳空

港と結んでおります。先ほどの地方空港の国際化は大切なのですが、全て国際化が必要

かというと、そうではなくて、私どものような新千歳空港と結んでいるようなところは、

新千歳空港に入ったお客様をさらに航空機で地方にという利用があるのではと思いま

す。また、新千歳空港だけではパンクしてしまう状況になってしまうので、先ほど言っ

た函館だとか、旭川だとか今国際線が飛んでいるようなところの国際化を充実すること

によって、新千歳空港に余力を少しでも作る、それを道内に回すという意味で、新千歳

空港の役割は、先ほどのＪＲや道路、線路というところとは別にあると思うのです。本

当に新千歳空港側が発地、着地のことを考えているのか不安なところもありますが、そ

こは、今回の７空港を一括して民間委託する中で、新千歳空港が中心となるのは間違い

ないので、そことの連携の中で、そういったことをしっかりやっていく形を作らなけれ

ばならないなと思っています。また同時に、その陸路の部分についてもそういう形とい

うのが必要になってくるのではないかと、強く印象に持ったところでございます。

（岸座長）
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ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいですか。

いろんな意見が出てきましたけれど、ちょっと私の方でまとめたいと思いますが、今

日はまとめるのが大変です。どういう観点でまとめればいいかと思ったのですが、皆さ

んの意見はそれぞれ的を射ているのですが、それを全部指針に取り込もうとすると、お

そらく論理が破綻してしまうのだろうなと思うのです。その中で一つヒントをくれたの

が福井参与のご意見で、課題解決型なのか新しい方向性を示すのかというところが、皆

さんの意見を聞きながら、どうも心の中でもやもやしているところに対しヒントをくれ

ました。

現状について、各事業者さんあるいは自治体さん、各主体が非常に厳しい状況だとい

う形で発言されて、それをなんとかしようということなのですが、なんとかしてくれと

言っている部分が多くて、それは代わりに誰がやるのかというと、国なのか、北海道な

のか、あるいは他の事業主体なのかというところになってくるのですが、そこはまだ全

然見えてこないわけです。そこのところは、これから議論していきましょうという形で、

なんとかまとめていかなければいけなくて、それは個別の意見、各論のところで誰が何

をするのかということの主体性を明示しなければならないところがあるのですが、それ

は確かにそうだと思います。そのため、個別の課題に対しては、今解決しなければいけ

ない問題ですから、ここでは道が示している指針なので、北海道庁に何が出来るのかと

いうのを中心にしながら、皆さんの中で何が出来ますかという話が、たぶん、この後求

められてくると思います。これは次回に向けて具体的な話というところで。ただ、私た

ちはここまでしか出来ませんと言われてしまうとそれ以上は議論のしようがないわけ

ですから、この課題を解決するためにこういうことだったら協力できますというご意見

が、各主体からそれぞれ少しずつ出てくれば、それが実は新しい方向性ということにも

繋がってくるかと思います。

皆さんの現状、特に交通事業者の皆さんが厳しいのはよくわかっているのですが、せ

っかく将来を描く指針ですので、明るい話に持っていきたいなと思っています。いつも

打合せするとみんな暗い話になってしまって、こんなことで北海道の将来を語っていい

のだろうかと、個人的に思うところがあります。何かするにはお互いがある程度、犠牲

を払う部分も出てくると思います。負担を払う、負担をする部分もあって、それが最終

的にはいい方向にいって事業者にとっては利益になって返ってくるという考え方もあ

るかと思います。これから事務局と各委員の皆さんの中でいろいろとやりとりしていく

と思うのですが、例えばこういう書き方をしたら、こういうことは皆さん出来ますかと

いうことです。それは出来ませんとなるとそれ以上話が進まないのですが、ここまでだ

ったら出来るとか、それを検討してもいいというところが何とか描ければいいなと思い

ます。

今日の資料は概ね了ということでしたけれども、個別のものではいくつかの意見の中

で本当にこれをやろうと思っているのかというところもありましたので、そこは精査を
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しながらやっていきます。ただ、主体性というところでは皆さんにご協力を得ないと指

針をつくれないと思います。

また、運輸連合の話が出てきましたが、やはり連携という意味ではドイツの運輸連合

をそのまま真似する必要もなくて、運賃体系も別に一緒にする必要もないのですが、参

考になるところはあって、それがドイツの運輸連合とは違った北海道版の運輸連合とい

う形で出来ないかと。モデル地域をつくったらどうかという話も意見としてありました。

私は多分、今、北海道でやれるとしたら十勝が対象として上手くいく可能性があるので

はないかと思います。バスとタクシーで二次交通の活性化協議会を作って、お互いにお

客さんを食い合うのではなく連携しながらやっていこうということで、そこに JR さん

がどれだけ入っていけるかというところが、十勝版のモデル地域になるのかと思います。

それは明るい話題として指針に書いていくことが出来ればいいのかなと思いながら今

日はまとめさせていただきたいと思います。

先程も申し上げましたが、事務局とこれからやり取りがいろいろと出てくるかと思い

ますが、各委員の皆さま、参与の皆さまの意見を頂戴しながらつくっていきたいと思い

ますので、是非ともよろしくお願いいたします。

それでは、意見交換終了にあたって、山谷副知事から一言お願いいたします。

（山谷副知事）

今日は、突っ込んだ議論大変ありがとうございました。

前回終了の時に私が何かまとめるのかと思っていたら、締めの挨拶の機会がなくて終

わったのですが、今日機会を設けていただいたら、こんな厳しい状況で設けられていい

のかと思ったのですが、岸先生に大変いいまとめを頂戴したと思います。

確かに今 JR 問題抱えておりますから、現状と将来ビジョンをどうするかというのは、

この取りまとめにあたって一番悩むとこではあります。ただ、現実問題何も書かないで

いいとはならない。しかしながら、北海道のこれからの発展をせめて 2030 年新幹線開

業までにどういうトピックスが起きてくるかということに対して、どういう対応をして

いくか。そこは大きな枠組みや大きな方向性というのを指針として描かなければならな

いなと。ただ、その方向がその方向だけに留まるのではなくて、先程からいろいろとご

議論をいただいております新たな仕組み、大きな枠組みも検討し、そのことが現実課題

の解決の方向にちゃんと方向性を示唆するという形で、大変ハ－ドルは高いですが、

我々がまとめていかなければならないと思っております。

また、施策の具体的な展開については、私どもが市町村の首長の上を越えて、この線

路はこうあるべきだと一方的に決めるということはありません。地域の皆さんと一緒に

悩み考え、次の方向を皆さんと一緒にコンセンサスを得て進めていくことが地域づくり

にとって最も大切だというふうに思っております。

現在、岸先生のもとで、石井会長、吉見先生にもお越しいただいて、地域の議論が行
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き止まってしまわないよう JR 以外の交通モ－ドについても、しっかりと一枚の同じ地

図の中に落とし、そしてそれの活用度合、誰がどこからどこまで乗っているのか、学生

さんが乗っているのか、観光が多いのか、そうした資料を全部まとめて各地域の議論に

提供し、我々も参加して議論を進めさせていただいております。

迂遠なようではありますが、そうした中で皆さんが人口減少下でどこまで自分たちが

いろいろな役割分担に耐えられるか、そのことも含めた議論を今一歩一歩進めさせてい

ただいているところであります。既に一年が経過ということでありますが、しかしなが

ら前半は、混乱と反発がありましたので、その半年をおいて考えれば、この半年間の中

で急速に議論が進みつつあります。我々、全力で一歩一歩着実に進めてまいりたいと考

えておりますので、この点はご理解を賜りたいと思います。

また、具体の施策の展開、これも、本日委員としてご出席いただいている皆様方はそ

れぞれの分野の専門家であり、それぞれの業界でこれまでの長いご経験と知見をもって

ご出席をいただいておるわけでありますから、それぞれの委員からいただいたご意見は、

その業界として取り組んでもらえるであろうと期待しております。

これらを指針に盛り込んで、具体的にどうすればいいか、どう出来るかとご相談させ

ていただきたいと思います。もうすでに実はいただいた意見の中で、タクシーの営業区

域の問題とか、これも先般上京した時に議論をさせていただいてきました。

前にバスの運転手の問題で他府県から融通するという仕組み作りも国の方に協議を

して国会議員のお力もいただきながら、その解決の道を見出してきたというのもありま

すので、今からやれることは手をつけておりますし、またそうした中では、連携しやす

いところの整理、クル－ズ船活性化の港湾づくり、こうしたものについては今年度の国

への予算要望の中にも入れてあります。開発局におかれましては、その辺をくみ取りい

ただいて、ご支援賜ることを改めてお願いしたいと思います。

このように、実際の具体の施策となれば地域振興で札幌市にも関わることもあります。

それから、帯広の十勝バスさんの取り組み、ICT を活用していろんなものを連結させよ

うと。これにつきましては、道の情報政策課と地域づくりの方で、テーマとして取り上

げて応援させていただきたいと検討しているところであります。

道の施策、この委員会でご議論いただいて指針として取りまとめた事柄について、必

ずこの場で全ての部が集結してお話しすることができないにしても、我々事務局が責任

を持って各部の施策全て動員をして実現に向けて取り組んでまいりたいと考えており

ますので、今後ともどうぞ建設的なご意見、厳しいご意見を賜りますよう改めてお願い

をして、本日の御礼に代えたいと思います。本日はありがとうございました。

（岸座長）

副知事ありがとうございました。

それでは議事の四番目その他でありますけれども、全体をとおして何かありますでし
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ょうか。

特にないようですので、今日はこの辺で議論を終わりたいと思います。最後事務局に

お返しします

（柏木室長）

長時間にわたり、ありがとうございました。次回は来月末を予定しておりますけれど

も、改めて調整させていただきたいと思います。

また、前回も申しましたが今日の議論、また今日言い尽くせなかった内容もございま

したら、是非アンケ－トでいただきたいと思っております。本日のお話を受けましてア

ンケ－ト用紙の調整をしまして早速送らせていただきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いしたいと思います。

それでは本日は大変お忙しい中、ありがとうございました。


