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総合交通政策検討会議（第 4回）議事録 

日時：平成 29年 11月９日（木）10:00～11:30 

場所：北海道庁別館 地下１階 大会議室 

 

 

（柏木室長） 

 定刻になりましたので、ただいまより、「総合交通政策検討会議」の第４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と申します。よろしくお願いい

たします。本日の会議は２時間程度とし、12 時頃の終了を予定しておりますので、ど

うぞ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） 

どうも皆さん、おはようございます。本日はお忙しい中、第４回総合交通政策検討会

議にご出席を賜りましてまことにありがとうございます。 

またこれまで、３回の議論を通じて、それぞれの分野が抱えている課題、また将来に

向けてどういうことに取り組むべきかといった様々な観点からの論議を賜りましたこ

とを改めて御礼を申し上げたいと存じます。 

私ども、今年度に新しい交通政策の指針を取りまとめるにあたって、まさに皆様から

いただいた様々な論点を踏まえて、現在鋭意検討中のところでありますが、人口減少・

少子高齢化のなかで本道が更に発展してくために、地域の課題に答えながらどういう姿

を目指していくべきか、2030年をひとつの目途として、それに向けての重点的な取組、

どういうふうに進めていくべきかといったことについて現在検討をしているところで

あります。そういった点について皆様から更にご意見等を頂戴出来ればと思うところで

あります。 

またもうひとつ、現在ＪＲ問題に関して、今地域で様々な議論をそれぞれ進めていた

だいております。我々もそれぞれの地域の中に参画をし、そして岸先生をはじめ皆さん

にご出席をいただいて、鉄路だけのものではない、もっと他の交通モードを入れた地域

の皆様にとって利便性の高い公共交通体系のあり方といったものについて議論をして

いただくべく、それぞれの市町村長さんにもご苦労いただいて、現在、地域での方向性

についての議論を進めていただいているところでもあります。 

この指針をまとめるにあたっては、そうした議論も踏まえながら、2030 年のこれか

ら目指すべき姿と同時に、地域のそうした課題にどう応えていくかというのも、この指
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針に求められているところだというふうに思っているところであります。 

本日、そうした取りまとめに向けての論点、どういう形でそこに取りまとめるべきか、

どういうことを盛り込むべきかといった点について、皆様からご意見を頂戴いただける

と大変有り難いと。まさに今、議論の真っ最中でありますので、そうした観点からのご

意見を頂戴出来ると大変有り難いと思っているところでありまして、どうぞ本日もよろ

しくお願いをいたしたいと存じます。 

開会にあたりまして一言ご挨拶とさせていただきました。本日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、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。 

次に、配付資料の確認をさせていただきます。資料１、資料２、資料３それから参考

資料１、参考資料２をお配りしていますけれども、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。よろしくお願いします。 

 

（岸座長） 

それでは、議事に入りたいと思います。活発な意見交換をよろしくお願いいたします。 

議事次第にありますが、本日の議事は３つありまして、議事（１）から（３）につい

て、事務局から説明をいただいたあとで、その後、４番の意見交換という形で進めてい

きたいと思います。 

では議事の一番目、「総合交通政策検討会議（第 3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。よろしくお願いいたします。 

 資料１により９月７日に開催いたしました第３回会議の主な意見について、ご説明を

させていただきます。 

 前回の会議は本道港湾の現状と課題、交通・物流それぞれの分野の論点整理を行った

ところでございまして、ご意見について大きく３つの観点で整理をしております。 

最初の将来の姿につきましては、「将来の産業の姿や高規格道路の整備状況を見据え

て、港などのネットワークの姿を描いていくことが必要。」、「2020年の東京オリンピッ

ク・パラリンピックや冬期オリンピック・パラリンピックなどの時間軸を意識して、2030

年の交通体系を描いていくことが必要。」、あるいは「2030 年の新幹線延伸を北海道の

発展にどう活用するか考える必要。」、「観光政策やネットワークの形成の中で、政策的
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にどの路線に手をいれるのか検討が必要。」などといったご意見をいただいたところで

あります。 

公共交通全般につきましては、「車と公共交通の共存を訴え、道民に共通認識を持っ

てもらうことが必要。」、「北海道の未来を見据えて、より具体的に重点の明確化が必要。」、

「取りまとめの方向性として、交通（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が必要。」といったご意見。 

それから物流・港湾につきましては、「季節変動や片荷に対応するためには、荷主の

理解を得ることが必要。」、「クルーズ船について、寄港地が訪れたい場所なのか、何を

お客様に提供できるのかという総合的な政策が必要。」などといったご意見がありまし

た。 

以上、前回の主なご意見についてご説明をさせていただきました。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。続いて議事の２番目ですが、「北海道交通政策に関する指

針（仮称）の論点」について、事務局から説明をお願いします。 

 

（河内課長） 

 続きまして、資料２でございますけれども、これまでの交通・物流に関する検討を踏

まえまして更なるご議論のたたき台として、指針の策定に向けた論点を整理いたしまし

たので、説明をさせて頂きます。 

 最初の策定の趣旨のところでございますけれども、本道の交通を取り巻く環境変化を

踏まえ、地域の活性化と北海道の発展を支える総合的な交通ネットワークの形成に向け

た基本方針を示すものという位置付けで、計画期間を北海道新幹線の札幌開業予定時期

である２０３０年度までとしているところです。 

次の目指す姿の考え方のところですが、今申し上げました２０３０年を見据えた公共

交通ネットワークのあるべき姿を示す上での検討の観点として、未来に向け、インバウ

ンド増加等の好機を活かして人口減少などの危機の克服に挑戦をする、ヒトとモノの流

れを一体的に拡大させるという２点を掲げております。今後、皆様のご意見を踏まえま

して、目指す姿を設定してまいりたいと考えております。 

 次に施策の展開方向につきましては、前回座長からお示しをいただきました人流と物

流を一体的に捉えた４つの検討視点を踏まえまして、「国内外をつなぐ」など、４つの

柱を設定し、施策の展開方向の整理をしております。具体的な施策の内容については後

ほど説明をさせて頂きます。 

 それから重点的な取組の視点につきましては、重点の明確化が必要というご意見を踏

まえまして、当面、２０２０年度までの３年間で重点的・集中的に取り組む施策につい

ての方向性を４つの視点でまとめております。これも後ほどご説明をさせて頂きます。 
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 最後の施策の推進につきましては、道民や交通事業者、国、道、市町村などがそれぞ

れ役割分担をしながら、連携して施策を進めること。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ということを掲げております。 

 一枚おめくりいただきまして２ページからは４つの柱ごとに施策の展開方向の整理

をしております。 

 国内外をつなぐというタイトルでございますけれども、左側のグローバル化などの現

状と課題を踏まえまして、真ん中のところにございます交通施策ではＬＣＣなどを含め

た路線誘致など、国内外をつなぐ航空ネットワークの形成や新幹線の整備促進と開業効

果の拡大、クルーズ船誘致などに加え、観光施策などと連携した交流人口の呼び込みと

して、需要拡大や周遊の促進に向けた交通アクセスや受入環境の整備など。それから右

側の物流の方でありますが、ネットワークの充実強化として、港湾の国際機能強化や北

極海航路の利活用など、物流関連施設の機能向上、海外、道外との物流の拡大として、

道産品の販路拡大などを掲げてございまして、下にポイントとしてまとめてありますが、

インバウンド増加などの好機を捉え、観光客を呼び込み、周遊を増やすための施策、海

外との物流を拡大するための施策を位置づけているところです。 

３ページの「移動の円滑化、輸送の効率化」では、持続可能な鉄道ネットワークの確

立や全国に比べまして整備が遅れております高規格幹線道路などの早期形成、あるいは

４車線化などの機能向上。それから交通機関相互の連携強化として、乗換など利便性の

向上や情報提供の充実、公共交通の利用促進、また、バリアフリー化の推進など。物流

では、輸送網の充実強化、それから物流機能の最適化として、最近北見の農協で、秋冬

に集中するタマネギの出荷時期の分散に向けて、冷温貯蔵庫の整備を進めておりますけ

れども、こうした広域集荷拠点などへの集約化など。次の、企業間、交通モード間の連

携促進では、今年の９月から、ビール会社４社の道東エリアへの共同配送なども行われ

ているところでありまして、共同化の推進や貨客混載の取組など。また、下の新技術に

関しまして、国では、移動革命による物流効率化と移動サービスの高度化を進めており

ますが、道内でも、国交省さんが大樹町で道の駅等を拠点とした自動運転の実証実験や

あるいは上士幌町での無人バスの実証実験などが行われております。こうした動きを踏

まえ、自動走行の実用化に向けた取組や全国最多の２８カ所のテストコースを活かした

実証試験誘致など。最後のポイントのところですが、鉄道など公共交通の利用者増加に

向けた移動の円滑化や、輸送の効率化を図る施策を位置付けております。 

４ページの「地域をささえる」では、安定した地域交通・離島交通の確保として、高

齢者の免許返納なども増加している中、コミュニティ維持のためのきめ細かな交通サー

ビスの展開、バス路線や離島航路、航空路の維持確保など。それから市町村のまちづく

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、都市内交通の整備や安

全な歩行空間の確保など。物流では、過疎地域での持続的な物流の確保として、宅配事

業者や自治体と連携した輸送手段の確保や、道内でも行われている路線バスやタクシー
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を利用して荷物を運ぶ貨客混載の推進など。また、都市部の効率的な物流確保として、

駐車スペースや荷さばき場の確保など。下のポイントのところですが、地域の生活を支

える交通・物流の確保や、都市部での課題に対応する施策を位置づけております。 

５ページの「防災・人材確保」では、国土強靱化、防災減災対策の強化として、昨年

は、台風被害や大雪による空港閉鎖などがございましたが、こうした様々なリスクに対

応し、災害に強い交通ネットワークの形成や、事業者間の災害時の連携体制強化、利用

者目線に立った適切な情報提供の充実など。また、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ドライバー不足の解消や長時間労働の抑制といった労働

環境の改善など。下のポイントのところですが、自然災害や人手不足に対応する施策を

位置づけております。 

次に、６ページ目からは、重点的な取組の視点として、４つの分野に分けて、現状課

題と方向性、それから参考として図表を付けてございます。 

６ページの「交流人口拡大による公共交通の利用増」では、インバウンドなど来道者

が大幅に増加する一方で、道央、道南への地域的な偏在も見られる中、２０２０年の外

国人観光客５００万人などの将来目標に向けて、航空路線の誘致や道内交通アクセスの

充実により、国内外からの観光客をさらに呼び込み、道内の周遊を増やすための取組を

進めていきたいと考えております。 

７ページの「国内外をつなぐ物流の強化」では、道産食品の需要増加や北極海航路の

活用などのチャンスを活かし、人口減少による生産・消費の縮小、低い製造業比率など

の危機を克服するため、国際物流の拡大による海外成長力の取り込みと道内産業の活性

化・高度化に向けた取組を進めていきたいと考えております。 

８ページの「鉄道など公共交通を守る」では、人口減少や高齢化、モータリゼーショ

ンの進展などにより、地域の公共交通が存亡の危機にあることや、頻発する自然災害を

踏まえまして、公共交通の利便性向上と利用促進の相乗効果で公共交通を守るとともに、

代替交通の確保なども含めた災害時の連携強化に向けた取組を進めていきたいと考え

ております。 

９ページの「地域の暮らし・産業を支える」では、過疎化の進行や、農水産品等の輸

送に係る季節波動や片荷の問題、人口減少によるドライバー不足など、地域におけるヒ

トの移動・モノの輸送が危機的な状況にあることを踏まえ、先ほども申し上げたとおり、

バスやタクシーを活用した貨客混載やビールの共同配送、トラックから鉄道へのモーダ

ルシフトなどの取組が行われているが、事業者や地域、利用者、荷主などの連携による

輸送の効率化を一層進め、安定的な輸送体制を確保していきたいと考えております。 

最後に、ただいまの説明に関連して、ＪＲとバスの動きについて、最近の動きを参考

資料を２枚お配りしておりますので、ご説明させていただきたいと思います。 

まず最初に参考資料１「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」

というカラーの一枚物でございます。 
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ＪＲ北海道の経営再生と鉄道網の持続的な維持に向けましては、国による抜本的な支

援と共に、地域の実情等を踏まえた実効性のある方策が一体的に講じられることが重要

でありまして、道では今年１月に開催をいたしました「鉄道フォローアップ会議」の議

論を踏まえ、地域における検討協議の場に有識者とともに参画し、道が有する様々な情

報を全ての線区に提供するなどして、議論が更に深められるよう積極的に働きかけなど

を行っているところでございます。 

地域の動きといたしまして、枠でまとめてございますけれども全道各地の検討協議の

状況については、３番目の札沼線をはじめ、４つの地域の協議会等ではフォローアップ

会議の岸座長から、鉄道のあり方を地域で考えるための論点などについて助言を頂いた

ことにより、事務レベルの作業部会などにおいて客観的なデータに基づく検討が積み重

ねられております。こうした中、複数の協議会におきましては年内に路線の役割や必要

性、今後の方向性の取りまとめを行う予定と伺っております。 

道といたしましては、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

ついて更に議論が進むよう地域の皆様が必要とする情報を更に提供しながら、引き続き

地域の検討協議の場に参画し、積極的に取り組んでまいる考えでございます。 

それから参考資料２、乗合バス活性化モデル事業について、先ほど、人材確保に係る

施策の方向性についてお話しをしたところでございますけれども、道では、本年８月、

岸准教授を座長とする「北海道乗合バス活性化戦略会議」を設置し、生産性向上とバス

運転手確保のモデル事業を道内３地域において実施しております。 

このモデル事業の一環といたしまして、１０月に、道、旭川電気軌道、道北バス、ふ

らのバスが共同で道内初の「路線バス運転体験と合同就職相談会」を旭川市で開催いた

しましたので紹介をするものでございます。左下にあるとおり、女性を含む幅広い年代

から７３名の参加があり、今後参加者の就職状況などを調査し、事業の効果を検証して

いきたいと考えております。 

また、資料はございませんけれども、１１月からは、本日委員としてご参加いただい

ております拓殖バスと十勝バスが共同で外国人観光客を対象とした乗り放題チケット

「ＶＩＳＩＴ ＴＯＫＡＣＨＩ ＰＡＳＳ」を発売されているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。それでは３つめですけれども、北海道港湾振興に関するビ

ジョン（仮称）の論点について事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（首藤参事） 

物流港湾室の首藤と申します。よろしくお願いいたします。 

それでは資料３について、説明をさせていただきます。前回の検討会議で港湾に関す
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る現状・課題について説明をさせて頂き、委員の皆様からご意見を頂きました。それを

踏まえまして論点、それから想定される取組について整理させていただいております。

資料の方でございますが、まず一番左側に方向性を記載し、方向性ごとに委員の皆様方

からのご意見を整理しております。 

 その右側に、論点及び想定される取組をまとめております。最初の方向性、「港湾を

核とした賑わいの創出」についてですが、論点としては「人々が行き交う賑わい空間の

創造に向けて」ということで、「クルーズ振興」をあげ、想定される主な取り組みとし

てはクルーズ船誘致、クルーズ船受入体制の充実、などとしております。 

 次に「産業を支える海上輸送機能の強化」については、論点として「道内産業の活性

化に向けて」ということで、国際海上輸送に対応した港湾整備、産業を支える海上輸送

機能の拡充、港湾荷役の効率化をあげ、主な取組といたしましては、国際バルク戦略港

湾などの国際機能強化や海上輸送機能の充実などとしております。 

最後に、「地域の暮らしを支える安全・安心の確保」についてでございますが、「持続

可能な港湾機能の確保に向けて」ということで、離島航路の維持・確保、災害への備え、

戦略的な老朽化対策、環境保全への対応としておりまして、主な取組といたしましては、

離島港湾の安全性・利便性確保、施設の役割・機能に応じた戦略的な老朽化対策などを

あげております。 

 資料の右端には、資料２にありました「交通政策に関する指針」における、港湾に関

連する施策を記載しております。これに沿って、左側にある想定される取組を整理して

おります。 

 また、資料の下段になりますが、「将来の産業の姿や高規格道路の整備状況を見据え

て、港のあり方を描いていくことが必要」といったご意見や、それぞれの港の状況の変

化を考慮して「従来の考え方を踏襲するだけでなく、状況の変化に応じた有効な対策を

考えることが必要」といったご意見を踏まえ、道内各港湾の現状や特色を整理し、各港

湾の目指す方向を示すこととしております。資料の説明は以上でございます。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。まずは今までの資料について意見交換に入る前に事実確認

等の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。（質問無し） 

それでは、議事の４番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（仮称）の論点について説明がありました。 

まず「めざす姿の考え方」や「施策の展開方向」、そして「重点的な取組の視点」、そ

して「施策推進」のたたき台が示されております。これを踏まえて「めざす姿」ですけ

れども、考え方の視点について、資料の２ページ～５ページの「施策の展開方向」は、

それぞれのページにポイントをお示ししているので、そのポイントとともに、施策の項

目や内容、あるいは港湾振興に関するビジョンの論点も含めた考え方について、ご意見
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があれば伺いたいと思います。 

また、６ページ～９ページの「重点的な取組の視点」というのは、２０３０年度を目

標とした交通の姿ということなのですが、今後３年間で集中的に取り組む施策の視点や

方向性などについて、ご検討いただければと思うのですが、その視点で意見交換を行っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、いつものようにまずは指名させていただきたいと思いますが、はじめに石

井会長からお願いします。 

 

（石井会長） 

 それでは何点か気付いた点について意見を述べさせていただきます。 

 そろそろある程度具体的な方向性を出さなければならない一方で、いろいろな調整な

り議論といったところが、まだ十分に出来ていないところもあると思います。なかなか

どこまで踏み込むかと言うことに関して苦労されておまとめになっているのだろうと

は思うのですが、基本的には北海道の地域構造にあった交通政策を構築していくという

意味合いで考えますと、一番大きいのは広域分散型という状況を踏まえた交通体系の再

構築という論点がどうしても必要になるんだろうというふうに思うわけです。どちらか

というと短期的なところも含めて、公共交通を守るという言葉が出ておりますけれども、

再構築というのは全部を守るという意味では必ずしもなくて、従来取り込んでこなかっ

た新しい軸、例えば遠距離については航空ネットワークを十分活用するという方向性な

ど、そういったものを打ち出しながら、その分、ＪＲ北海道の負荷を見直すかというあ

る種全体のバランス、もしくは交通モードの最適化みたいな議論をこれからもう少し見

込んでいただく必要があるのではないかということが第１点になります。 

 それと当面の集中的な取組にも触れましたけれども、鉄道など公共交通を守るという

形で出していただいて、なおかつ３ページとか８ページにも守るイメージとして利活用

とか利用促進というような言葉だけが具体的に載っているというところがあります。も

ちろん、利用促進は非常に重要な方向の一つであることについては間違いないところだ

と思うんですけれども、逆に利用促進をすれば公共交通として残っていくのかという様

なことを考えると現実はそれほど甘い状況ではないというところがあります。やはりバ

ランスを考えた利用促進以外の方向性・具体的な対応策。こういったものを考えていく

必要があるということ。 

 また、あえて 3年間の重点的な取組ということで守るという言葉については、私は言

葉を少し考えていただいた方がいいんじゃないかと。ある意味では再構築と申し上げま

したけれども、今のものを守るという概念では到底カバー出来ない問題ではないかとい

うことなんで、そういったニュアンスをある程度出しておく必要があると思っておりま

す。 

 それと最初のページに北海道新幹線の開業を好機と書いていただいておりますけれ
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ども、現実には路線別の収支ということでＪＲから出していただいたものを拝見しても

54億円の赤字だったと思うのですが、並行在来線や海峡線の赤字が 40億円弱だったと

思うのですが、それを除いて十数億円の赤字が出ている。もともとの収支でいうと在来

線のプラス分があって、プラスマイナスゼロであればいいという枠組みだったかと思い

ますが、いずれにしても新幹線が十分それなりのステージについてないといけない。こ

れはやはり共用走行問題等により高速性が十分に発揮出来ていないことが明確に現れ

ているということですから、単純に好機というよりも、そういった現状についてどう対

応していくかといった視点がもう少し必要ではないかと。そういった点について再考し

ていただく必要があるかと思います。 

 また、大変変な言い方になりますが、ＪＲの問題については論点・課題を出していた

だいておりますが、今の線区を全部やめても明確な黒字体質にＪＲ北海道さんがなると

いう状況にはない現実がありますので、むしろＪＲ北海道の経営の持続性を見据えない

と持続的なビジョンは書けないと思いますので、そういったところも意識する必要があ

るかと思っております。 

 あと、港湾振興ビジョンの関係ですが、資料２の方の交通政策に関する資料というこ

とで、例えば北極海航路の振興ですとか食の輸出促進等、物流の方に具体的な方向感が

出ていることに対して、交通の方では何も触れていないというところがいくつかありま

すので、そこら辺を総合的にお考えいただく必要があると思います。 

また、どう評価するのか難しい面があるかと思うのですが、フェリー・ＲＯＲＯ船なん

かは、ある意味では青函トンネルでの貨物輸送ということに対する受け皿的な動きがあ

るのですけれども、共用走行問題の解決をどう見据えるかということである種代替的な

船舶での輸送というようなものについても必要性なり、位置づけというものも場合によ

っては必要かなということをちょっと感じました。以上になります。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。小山委員お願いします。 

 

（小山委員） 

手元に一昨日発表させて頂きました 28 年度線区別収支状況という資料を今日提出させ

て頂いてますので、まず簡潔にそれについてご説明させて頂きたいと思います。 

1枚目にございますように 28年度のポイントといたしまして、3月に北海道新幹線が開

業したこと、それから 8月に台風被害を受けて一部の線区に長期運休が発生したこと、

そして 12月に留萌線を廃止したことという３つがありました。 

まず 8月の台風被害の影響についてでありますが、これによりまして鉄道収入で 32億

円減収しておりますが、影響は直接的な運休区間ばかりではなくて、運休した特急列車

の運行区間、乗換その他の区間、いわゆる全道に波及しております。 
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なお、災害復旧につきましてかかりました費用は特別損失として線区別の収支には含め

ていません。減収部分と代行バスにかかった経費はこの線区別収支に反映されていると

ご理解いただければと思います。 

それから 3点でありますが、主な線区の増減理由について、まず留萌線についてです。

別紙 2の 3枚目をご覧いただければと思います。留萌線、上から 3つめ深川～留萌間が

2 千百万の増収になっています。これは 12 月 5 日に留萌～増毛間の鉄道事業を廃止し

ましたが、その前に、大変多くのお客様にご利用頂いたということで、利用が増加して

営業損失が改善したということであります。 

 それから根室線の釧路～根室間、釧網線の東釧路～網走間につきましては、28 年 3

月のダイヤ改正によって普通列車の本数の削減をおこなった関係で人件費や業務費等

が減少したことによって営業損失が改善しております。 

 一方で石北線の上川～網走、それから石勝線根室線の南千歳～帯広については台風に

よる長期運休があって営業収入が減少したことにバス代行経費が増加したことによっ

て営業損失が大きくなって悪化しているということでございます。 

 それから札幌圏についてであります。札幌圏は新千歳空港の利用増によりまして増収

となりましたけれど、高架橋等の老朽化対策ですとか、電車線の取り替え等行ったため、

修繕費が増加しております。そのことに加えて快速エアポートに新しい車両を逐次投入

している関係で車両の減価償却費も増加して、札幌圏でも営業損益が悪化しているとい

うような状況でございます。 

 最後に北海道新幹線についてでありますが、54 億円の営業損失でありますので、私

どもとして今後の収益拡大にむけて取組を強化して北海道新幹線の収支改善を図って

いきたいというふうに考えているところでございます。 

 ご覧頂いている別紙にもう少し説明をしてまいりますが、上段が当社で単独維持困難

な線区ということで、13線区発表させて頂いたところのそれぞれの状況でございます。 

ご案内のとおりこのような状況でございます。上から 2つめ根室線の富良野～新得間に

つきましては昨年の災害以降一部区間バス代行している関係で収入が下がりましたけ

れども、費用も除雪経費等がおちている関係で全体での営業損益は改善しているといっ

たような状況になってございます。 

日高線の鵡川～様似間につきましてもこれは米印でございますとおり、盛り土流出の

関係で運休しておりますので 26 年の実績で比較しておりますが、ここもバス代行させ

て頂いていますけれども、その関係で費用が落ちてその分で営業損益が改善されている

といったような状況でございます。 

それから下の方の区間についてでありますけど最も営業損失が大きかったのはごらん

のとおりでありまして、下から 4つめの函館線の函館～長万部で 55億の営業損失とい

うことで、次が札幌圏で 54億、そして新幹線で 54億ということで営業損失の額から申

し上げると幹線で大きな赤字になっています。その 1つの大きな理由としては安全のた
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めの投資や修繕をかなり積極的に行っているというところがこのような状況に現れて

るかと思います。 

 資料の説明は以上でございますが、今ほど石井先生のほうからお話がありましたとお

りでございますけど、新幹線については並行在来線の分離受益、そして関連線区の増収

益を合わせて 30 年間で収支均衡を図る、プラスになってるということを前提で考えて

おりますが、現状なかなか厳しいものがあります。その大きな理由として青函トンネル

の在来線との共用走行という他の新幹線にない 3 線で運行しているために過大な設備

があるということ、それが重くのしかかってきているということを改めて実感しており

ます。先ほど申し上げたように増収につとめてまいりたいというところであります。 

 それから先ほどご説明のあった地域の動きということで、岸座長をはじめ、副知事等

にも各地にお回り頂いて、各地でのシンポジウム等で色々お話しして頂いている関係で

少しずつ地域でお話しできる環境が整いつつあるかと思います。 

 今後も積極的に私どももそれに参画しながら、まず地域の状況を説明し、かつ、こう

した線区の状況も十分ご説明しながら地域にとって本当に必要な公共交通はどういう

ものなのかという点について十分議論していきたいと考えている次第であります。私か

らは以上でございます。 

 

（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） 

 私がお話しさせていただきたいことは、３ページの交通機関相互の有機的な連携強化

ということであります。今、小山委員からＪＲさんの状況等をお話いただきましたが、

バス代行によって従来より経費が下がったというようなお話もありました。今はまだ代

行バスで輸送している線区もありますが、今後その線区がどのような代替バスになるの

かということを踏まえて、当該線区のバス事業者とＪＲさんとの間で相互的な連携を強

化するための協議を始めてもいいのではないかという気がしています。これは廃止どう

こうということではなくて、今後の北海道の人的交通輸送面では、やはりＪＲさんと

我々バス事業者との連携の比重が益々高くなっている。そして、お互いにそれがいい形

でＪＲさんの当初の目標であります線区見直し、あるいは線区を含めた地域に根ざした

バス輸送体系はどうあるべきかを踏まえて、両者が話し合う機会、場を設けて協議し、

地域にとって線区の交通について将来どう考えるのかということを形で示す、そういう

摺り合わせを今後早急にやっていくということが、お互い良いのではないかと思ってい

ます。出来るところからでもお互いに協議するということが、まずは大事なことでない

かと思っています。以上です。 
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（岸座長） 

 ありがとうございました。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ございます。今のバス協会の中木委員の意見に、また追加する

ような話になるのでしょうけれども、先程、バスと鉄道の輸送を一緒に考えるご意見が

ございました。持続可能な輸送というと、一つは長距離の輸送、あとは地域内の輸送を

どうするかの二つだと思うのです。長距離の輸送となると、どうしてもＪＲ、バスとい

うことになるのでしょうけれども、中にはバスでもまだコストが掛かりすぎるというの

もあるかと思うのです。前にも話したのですが、タクシーの場合、各事業区域が細かく

全道に分かれておりまして、そういった事業区域の問題というのもあるのですけれども、

非常に利用者が少ない、あるいはデマンド交通みたいなものが必要だとなると、長距離

の都市間の輸送でも、我々の役割というのは、乗車人員が１０人以下というふうに限ら

れているのですけど、その辺についてもタクシーも入れた議論も是非、必要なのかなと

思っています。 

 それから、域内の交通ということになると、例えばタクシーで言うと、個人タクシー

というのは、実はかなり過疎化したところで、タクシーの事業者としては、やっていけ

ないようなところが出てきて撤退をしています。おらが村、おらが町から、地域からタ

クシーが無くなるということが出てきております。前に言ったと思うのですが、実は、

個人タクシーの制度というのが、これは全国一律の法律で人口１０万人位を目処にとい

うことになっているのです。これは、ここで議論することじゃないのかもしれないです

けど、まさにそういった過疎化したところで、その個人タクシーになる者を認めるよう

な法律なり、そして尚且つ、いわゆる副業的に、例えば、個人タクシーを副業的にやる

とか、そういうことで域内の交通を何とか維持するというようなことをやっぱり考えて

いかなければならないのではないかと思っています。 

 それからもう一つは、インバウンドの観光客の増大に向けて、前回クルーズ船の話

等々がございまして、これもその時にも言わせていただいたのですが、例えばクルーズ

船、空港も、クルーズ船に関しても、ただ港に寄るということじゃなくて、その寄った

方達がどうするかが大切です。次に何を楽しんでもらうのか、そこは２次交通が大事な

ことだと思うのです。したがって、例えばクルーズ船でいうと、室蘭とか小樽とかある

程度北海道でいうと限られた港になると思うのですけど、そういった地域的に具体的に

そこの港からの２次交通はどうするのだと。例えば、前回も言ったのですが、小樽では

タクシー全部合わせても２００台とか３００台とか、クルーズ船には一挙に３，０００

人が来る。さてどうするのだと。そういう時に札幌のタクシーというのは、本来、小樽

で営業は出来ないのですけれども、本来、新千歳空港のタクシーの利用というのは、タ

クシーの営業区域でいうと、千歳の事業者しか出来ないのです。あるいは前にも言った
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のですが、タクシーの営業というのは、発着主義で札幌に営業権を持っている札幌のタ

クシー会社は、札幌から出るあるいは、札幌に帰ってくるかどちらかのお客さんしか乗

れないというのがあるんです。 

したがって、千歳でこれから冬期間沢山ニセコに行くお客さんが来ます。そういったお

客さんが、ニセコに行く時に溢れかえってしまっています。旅行客も実態としてはかな

り少人数化しているので、大型バスでごそっと行くよりは、結構プライベートで移動す

るという方達が増えているようです。そういうことに対して、今から３～４年前くらい

から、北海道運輸局さんに便宜を計らっていただいて、冬期間だけ新千歳空港について

は、札幌のタクシーとかが、新千歳空港から例えばニセコに行く、あるいはニセコ以外

のところにも行くということも認めてくれる措置をしていただいたのです。 

したがって、北海道運輸局さんが出来ることと、あとはどうしても国土交通省絡みで

国の制度を変えなきゃならないことが出てくると思うのですが、今言った、例えばクル

ーズ船のことや空港からの２次交通のこと。そういうことを考えると、今の枠組みや今

までの法律では、なかなか対応できないということが出てきていると思います。それに

ついては、タクシーの問題だけではなく、広く言うと２次交通をどうするのかというこ

とだと思うので、その辺も含めてご議論いただければと思います。また、そういうとこ

ろに勿論我々も一緒になって知恵を出していきたいと思います。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。三宅委員お願いいたします。 

 

（三宅委員） 

はい、それではこの交通政策に関する指針の論点、2ページの交通に関する施策の「④

観光施策と連携した交流人口の呼び込み」のところでございますが、まずひとつは交流

人口の拡大が必要だということは、これまでのこの会議で述べて参りましたので、その

意味で交流人口ということに着目しているというところは良いことだと思っておりま

すし、それから観光政策との連携が、いわゆる交通ネットワークを維持する上でも重要

だと、こういうことも述べて参りましたので、ここも重要なポイントだと思っておりま

す。 

その上で、交流人口と言うと地域と地域の往来ということな訳ですが、どうも言葉と

しては「呼び込み」という言葉、どちらかと言うと来てもらうという言葉だけが、ここ

でも呼び込みと書いてあって、その下のポイントのところにも「観光客を呼び込み、周

遊を増やすための施策」ということで、北海道へ来てくださいということばかりが、少

し、キーワードになってしまっているところがあるのかなと思います。 

そういう意味では、これも繰り返し述べてきたことでありますが、地域と地域の連携

というか、交流というか、そういうことをどのように促進して、その中で航空ネットワ
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ークの路線を維持していくのかということが重要でございますので、これまでに述べて

きた、例えば札幌市と名護市の交流のことだとか、それから例えば、丘珠と静岡、千歳

と静岡という便が静岡県との間にございますが、例えば、恵庭市と藤枝市は友好都市協

定を結んでいまして、相互にいろいろな往来をされていたりだとか、それから、旭川と

中部という路線がございますが、旭川市と北名古屋市は防災協定を締結していて、防災

に関する意見交換でいろいろ往来をしているだとか、例えば、紋別でパークゴルフの大

会があり、このパークゴルフの大会には首都圏や遠くは九州のパークゴルフ愛好者が参

加されていますが、そうなるためには紋別の愛好者が千葉や宮崎の大会に参加し相互に

交流を深めてきた成果であるなどの例です。道外とをつなぐネットワークがあるから地

域と地域の往来が広がり、結果として更にそのネットワークが安定していく、こういう

構造にあると思っておりますので、そういう観点で単純に来てもらえれば良いというこ

とではなくて、どういうふうに往来を増やしていくのか、そのための地域と地域、道外

との連携を深めていくのかということに視点を持っていくべきではないかと思ってお

ります。 

国際線も同様なことはよく言われることで、いろいろと北海道民の出国のための支援

の取組が行われているわけでございますが、当然ながら千歳に国際線の直行便を増やし

ていくためには、入ってくるだけではなくて北海道から出ていく人たちの促進も必要だ

ということで、これも同様のことだろうと思います。 

もう一つ違う視点で申し上げますが、周遊を増やすための施策ということが書いてご

ざいまして、ここがやはりポイントだと思いますが、周遊を増やすためにどのようにし

ていくのかと、言ってみれば広い北海道、２次交通も含めてどういうふうに各交通モー

ドが連携をして取り組むのかということに関して、もう少し突っ込んで北海道、道庁と

してリードしていくということについて、打ち出していっても良いのではないかなと思

います。そうしないと周遊を増やすための施策とか、多様な主体がそれぞれ役割分担、

連携強化ということが、これまでもなかなか難しくて進んでいない状況でございますか

ら、そういったものについて、この新しい指針の策定を機にもう一歩前へ進めるように、

少しリードするような内容というか、書きぶりというか、そういうことが必要ではない

かなと思っております。以上です。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。仲井委員お願いいたします。 

 

（仲井委員） 

私の方からは、資料 3の北海道港湾振興に関するビジョンの中の「産業を支える海上

輸送機能の強化」、「論点及び想定される取組」、「道内産業の活性化に向けて」、「国際海

上輸送に対応した港湾整備」という項目の中で、「港湾の国際機能強化」という中に、
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燃料の話ばかりで申し訳ないのですが、最近、船舶の燃料に関しましては、重油の他に

硫黄分の削減という問題が出てきておりまして、LNGを燃料にするというような国際的

な動きがございます。これは外航がメインでやっておるのですが、今、現在、北海道で

は石狩湾新港に LNGの基地がございます。実は LNGの基地はこの石狩湾新港しかござい

ませんので、これをもっと苫小牧港であるとか、そういうところの港にまで広げて、要

は LNGバンカリング、ここで LNGを燃料として供給していただくと。それが、船が寄港

するきっかけとなって、貨物の荷降ろしも行うということにつながってくるのではない

かなというふうに思います。この国際機能強化の中に LNGバンカリングというのがひと

つ必要ではないかなと感じた次第でございます。 

それからもうひとつ、これは国内でもそうなのですが、最近、温暖化の影響によりま

して、台風が北海道によく来ます。去年も今年も台風が北海道に来ておりまして、その

関係で国内の定期航路がよく欠航します。 

海上の気象の問題もひとつあるのですが、もうひとつはやはりこの台風の影響を最小

限にするためにも港湾機能、機能と言いますか港湾整備の強化が必要ではないかなとい

うふうに考えております。 

私の方からは以上でございます。 

 

（岸座長） 

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） 

トラック協会、野村でございます。 

まずもって、１０月２８日の日勝峠の全面開通ということで、トラック協会といたし

ましても開発局さんの方には、早期全面開通をと要望していたところでございますが、

早期に全面開通いただき厚く御礼申し上げるところでございます。 

日勝峠が災害に見舞われた時におきましても、ＮＥＸＣＯさんに無料化ということで、

便宜を図っていただきましたことに対しましても、御礼を申し上げるところでございま

す。 

 道路を職場とする運送業界にとりましては、道路の整備、ひいては高規格道路も含め

て、早期に点と点を結んでいただきたいというのが最重要課題じゃないかなと思ってお

るところでございます。 

 運送業界に関係する部分につきましては、ほぼ要点、まとめられていると思います。 

 トラック協会においては、運賃問題と人材確保の問題、労働時間の問題についてであ

りますけれども、運賃問題については、２ページの２項目目、先程、事務局から説明が

ありましたとおり、冷蔵・冷凍倉庫の整備などによりまして、農産物輸送の繁忙期を平

準化するという取組が行われることによりまして、価格維持、繁忙期と閑散期の均衡も
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取れますし、また、高い価格で売れたりすることも予想さますので、これが、ひいては

運賃の値上がりになり、待遇改善によりまして、人材の確保に繋がりますし、労働時間

の短縮にも繋がるものと思います。 

 また、５ページ目の下から２項目目にあります、適正運賃取得へ向けた環境整備につ

きましては、トラック協会も行政、労働局、国交省、公取等の協力を得まして、荷主様

に対しまして、運送業界こういう状況ですからご理解をということで、依頼文書等を作

成して送付する予定でございます。 

 その他に、労働時間につきましては、３ページ目にあります１項目目、先程申しまし

たとおり、高規格道路網、北海道の中心から、根室とか釧路とか稚内に各方面に向けて

の整備をしていただくことによりまして、時間短縮に繋がるものと思っておりますし、

効率化ということで書いてありますけれども、この他にトレーラー化とか、中継輸送等

をすることによりまして、効率化も図れるという部分もございますので、その辺も入れ

てもらえればいいかなと思っております。 

以上でございます。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。髙橋委員お願いいたします。 

 

（髙橋委員） 

 ＪＲ貨物の髙橋でございます。 

 私ども、第２回の物流の関係で、鉄道貨物輸送の課題とか問題点とか悩みどころとか、

そういう話をさせていただきました。 

その時に、季節波動、季節の閑繁の関係といった問題があるとお話させて頂きました。 

あと、片荷の関係とか労働力不足の話、あるいは災害の関係等、そういった色んな悩

みどころがあるという話をさせていただいたと思います。 

もう一方で、色んなモードが北海道内にありまして、トラックさん、あるいは船舶さ

ん、鉄道貨物もあるという中で、お互い競争の部分もあるけれども、やはり膨大な農産

物を運ぶという意味では、協力し合っている部分も、一方であるという、こういう話を

させて頂いたかと思います。 

そういった関係でいうと、先程申し上げた課題というのは、最終的には事業者として

はコストに変わってくる部分があります。季節波動にしても、片荷にしてもです。 

その辺については、２０３０年を睨むときに、この資料の３ページにあります「技術

革新」というのがそのテーマとしてありますけれども、冷蔵とか、他の関係で、ある程

度、技術の革新がみられれば、それを活用して、ある程度の平準化が更に進展できない

かという思いはあります。 

 一方で、労働力不足も、今、トラックドライバーの不足というのがある中で、鉄道貨
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物の方でも言えることでありますが、無人走行とか、荷役を無人化するとか、あるいは

構内の輸送を独自にするとか、技術がどのくらいになるかというのは見通せないところ

もあるのですが、そこを活用して何かできないかと思っています。それが、後にコスト

ダウン等に繋がって、今、運賃を上げるという話もありますが、それも限界があると思

いますので、それらを含めてやっていく必要があるという風に思っています。 

各モードで競争しながら、あるいは、協力しながらというところ。やはり複数輸送モー

ドがあるということは、一つ北海道として強みであると思いますので、それを幹線部分

としてどこまでみるのかというのが、一つのテーマと思います。そこをどう見るかとい

うのは、北海道の輸送体系を考える上で、大きなテーマじゃないかなと考えております。

以上でございます。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。 

一通り、委員の皆様からご発言いただきましたが、参与の皆様からご発言があればお

受けしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（倉内参与） 

  開発局の倉内です。どうもお世話になっております。 

 資料２ですけれども、大体網羅的にかなり全体のことを記載されているので、まとめ

方としてはこれで良いかなと思います。ただ、括りの問題の話だと思うのですが、今、

政府の重要な施策の一つに、「生産性の向上」、「生産性革命」というところがあります。

どちらかというと、今の北海道の人の暮らしであるとか産業を守るという観点でまとめ

る方向にあると思いますが、北海道は、農業であるとか観光といった部分で日本にかな

り貢献しているので、その生産性をもっと向上させるような観点から資料をまとめる必

要があるのではないかと思っております。 

 これが良い例がどうか分からないですが、２０３０年くらいには新幹線が札幌まで延

伸するということになりますが、その時に倶知安と札幌の間は大体２０分かからないで

着くことになる。現在、倶知安ニセコエリアの冬期の状況は、ものすごい人手が足りな

くて、ベッドメイキングする人も全然確保出来ないという状況になっている。今、ニセ

コ、倶知安でどういうことやっているかというと、バスで札幌方面から大体片道２時間

以上かけて人を連れてきて、また戻すということで、その間の移動時間にも賃金を払っ

ているという話を聞いたことがあります。それが新幹線で２０分でいけるということに

なると、通勤圏ということになるので、今までかけてきたコストがかなり軽減され、か

なりの生産性の向上になると思うところでございます。 

 北海道の農業も、例えば道東の畑作であるとか酪農であるとか、あるいは道北の酪農

であるとか、オホーツクの漁業であるとか、一戸あたりの農家、生産者は所得の高い状
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況になっているところです。けれども、輸送のコストがかかっている。都市間距離が長

いところで時間短縮するとコストがかなり下がってくるので、その生産自体の付加価値

もかなり上がって、北海道の産業にも非常に良い影響を与えますし、勿論付加価値の高

いものを出すことで日本全体にも良い影響を及ぼす。そういう事かなと思います。 

 あと、観光は北海道が非常に強い分野だと思います。ただ、多極分散型で非常に広い

土地柄でありますので、観光客の移動時間をかなり狭めることでそれぞれの観光地にい

る滞在時間が長くなる。それで地元に落としていただくお金が増えるということになり

ます。そういう意味で、航空、飛行機のネットワークということになるかも知れないで

すが、広い北海道の弱みを克服する観点から、生産性の向上という括りが必要かなと、

今日説明をいただいて思った次第でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。他いかがですか。 

 

（福井参与） 

 北海道商工会議所連合会の福井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、資料２の２ページ目のところで、ポイントに周遊を増やすための施策とありま

す。周遊っていう言葉の使い方にもよるのですが、どうしても周遊と聞くと、３泊４日

くらいで北海道回るみたいな印象を持たれるのですが、本来、観光施策を目指すのであ

れば拠点滞在型で、例えば一箇所に長く留まっていただいて、周りを回っていただくと

いうところが観光としては目指すところだと思います。周遊の使い方を少し考えないと

いけないかなと実は我々思っているところです。拠点滞在型が繋がって、周遊ルートに

なるという考え方であれば理解出来るのですけれども、これまでの周遊観光をさらに増

やすというイメージで捉えられるとちょっと違うかなと。一気に北海道を回る周遊では

ないという意味合いで考えていかないといけないと考えております。それがまず一つ目

です。 

 二つ目が、３ページ目、先ほど、ＪＲ貨物の髙橋部長からもおっしゃっていましたけ

れども、やはり物流の季節波動、片荷輸送の部分をどう解決していくかという部分は北

海道にとって非常に重要な問題であると思います。物流機能の最適化というところもあ

りますし、新技術というところもあるのですけれども、やはり物流、あるいは流通に対

しても IOT等の技術活用を一つ入れておく必要があるかなと。実は、物流のところには、

港湾における IOTや AI等の新技術の活用と入っているのですが、ここの物流の部分に

ついても広くそういった活用をしていくべきではないかということで入れておいた方

が良いと考えております。 

 ３つ目、３ページ目と５ページ目に関わってくるのですが、防災のところに情報提供

機能というのがあります。災害時ということになっているのですが、やはり移動に関し
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ては情報提供をどうやってしていくかというところは非常に重要になっていくと思い

ます。先般報道にもありましたけれども、JR 札幌駅に空港の状況がやっと表示される

ということですが、そういったところも含めて通常の移動環境、情報をどうやって仕入

れるか。スマートフォンあれば分かるというのもあるのかも知れませんけれども、やは

り拠点での情報提供というところは必要かなと思いますのでご検討いただきたいと思

います。 

 ４つ目、５ページ目の防災のところですけれども、ちょうど２０３０年を目指すとな

ると有珠山噴火から丸３０年になります。ここ最近ですと、２～３０年周期で噴火して

いますので、有珠山対策というのを強烈に考えておくべきかと。例えば前回の噴火です

と高速道路は寸断されましたし、JR も線路が使えなくなったというところで、北海道

にとっては大変な状況になりました。その経験も踏まえて噴火した場合の最悪のシナリ

オ、例えば新千歳空港が使えなくなった時に高速道路が寸断された等の状況を見据えて

有珠山対策というところを強く訴えた方が良いかと考えています。 

 最後、１ページ目ですけれども、目指す姿のところに「好機を活かして」とあるので

すが、好機になるのかというのは非常に難しいところもありますのでここは表現を考え

る必要があるかなと。「危機の克服」も必ずしも危機だけでは無いと思いますので、こ

この表現ももう少しあるかなと思っております。 

 それと、重点的な取組で３年間で集中的にというのがあるのですが、この３年間の中

で北海道に何があるかっていうのをもう一回整理していただきたいなと思っておりま

す。高速道路の開通もありますし、空港の民間委託もありますし、イベントでしたら、

２０１９年のラグビーワールドカップもありますし、東京オリンピックも控えておりま

す。そういったところで３年間にどういうものがあるから、集中的にやっていく必要が

あるというところを明確に打ち出したほうが良いと思っています。あとその中で鉄道な

ど公共交通を「守る」という表現がありますけれども、やはり守るという表現はビジョ

ンとしては半分しか意味を持っていないと思います。攻める部分も当然出てくると思い

ます。ここは守るというよりは先ほど石井先生からお話しがありましたけれども、再構

築ですとか前向きな表現の方が良いかなと考えております。 

全体的にですけれども、この中で規制緩和とかあるいは規制強化が必要な部分という

のが当然出てくるかと思うのですけれども、そういったところの議論も一つ加えていた

だきたいと考えています。 

 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。他いかがでしょうか。 

それではもうちょっと時間ございますけれども、改めて今までの一通りの皆様のご発

言を受けて、ご意見あればお受けしたいと思います。 
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（小山委員） 

 各地いろいろ自治体を回っていて、今後道が出されるビジョンに対する期待が結構あ

るというお話を伺っております。今、地方で議論されているのは、まさに鉄道を維持し

ていくためのコストを誰がどのように負担していくかということを今後議論していか

なければなりません。それは自治体の皆さんも十分そういう認識をお持ちだと考えてい

ます。そういう中で、この持続可能な鉄道ネットワークの確立というのが３ページにあ

りますけれども、このためのコストをどうするのかということがこの中に盛り込まれな

いと、地方で議論されている中に対する一つの方針、方向性にはならないのではないか

と考えます。それから冒頭、副知事のご挨拶にあったとおり、必要なのは鉄道ネットワ

ークの維持ではなくて、やはり必要とされる交通ネットワーク、持続可能な形でそれを

どう維持していけるかを真剣に議論しなければいけないと思います。先ほど仲井委員か

らもありましたように、そういう視点に立った、物流だけ企業間・交通モード間の連携

促進が書いてありますけれども、まさに人流でもそういうことが必要で、それによる交

通の再構築が必要であると思いますので、そこは一番大事なポイントかと思います。 

 それからもう一つ、物流の観点では鉄道貨物の話もさせていただきました。アボイダ

ブルコストというのがルールになっておりますので、そういう意味では私どもが鉄道貨

物のコストを負担している部分があります。これはそういう現実でありますので。ただ、

それは私どもでは負担しきれなくなっているという現実もございますので、北海道の物

流を今後とも支えていくために、そういう意味でのコスト。先ほど青函トンネルにもコ

ストが掛かるという話をさせていただきましたけれども、共用走行でもコストが掛かっ

ています。そういうコストを今後どのように考えていくのかということ。正にコストと

いう切り口から、今後の交通をどう考えていくのかという視点、今後とも持続可能な交

通ということを議論する際には大事な視点かと思いますので、是非その点について、お

考えいただければと思います。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。他いかがでしょうか。 

 

（石井会長） 

 今の小山委員のご意見にも少し関わるのですが、要するに交通をどう持続的な形にす

るかという時に、旅客でも貨物でも、むしろ輸送業者だけでは元々持続性は確保出来な

いという問題があるのだと思います。だから、JR の問題でも個別線区の議論なんかで

も、自分達のある種の権益、あるいは利益としての線区を守るという議論はいくらでも

出てくるのですけれども、じゃあ自分達の責任として何をするのか、どう守るのかとい

う議論は殆どまだ出ていないということがあると思うのです。やはりそれは、住民なり
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地域がそういう責任主体としての意識が無いということだと思うんです。物流なんかも

同じで、運んでいる人達の問題として片荷問題になっていますけれども、色々個別に調

べていくと、トラックなんかも農産物の状況で考えると片荷状況があるのではないかと

推定されているのですけれども。では荷主の方がそういうことに対して、意識をどれだ

け持っているかというと、未だに持っていない。そんな問題があるのかと平気でおっし

ゃる方々が結構現実にいらっしゃる。やっぱり事業者サイドの問題っていうことが関係

者にちゃんと共有されていないというようなところも非常に問題を錯綜、複雑化してい

るというか、解決の糸口を中々見つけにくいものにしているのではないかと思っていま

す。その部分について、ビジョンにどこまで踏み込んで書けるかは難しい面があるかと

思いますけれども、やっぱり意識をしてきちんと入れ込んでいかないと、中々広がりの

ある認識の醸成というようなことが出来ないのではないかと感じておりますのでその

点だけ申し添えます。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。 

では、今の意見を踏まえてまとめに入りたいと思います。 

今日は新たな指針と港湾振興に関するビジョンの方の枠組みについて、こういう形で

構成を考えていますというところに関して活発なご意見をいただきました。 

まず、北海道交通政策に関する指針の方からちょっと話をしていきたいと思いますが、

表現のところで、これは次回に向けて変えた方がいいかな、というところが、大きく２

つあるかと思います。「守る」というところです。鉄道など公共交通を守るとかいう形

で、例えば資料２の１ページで書かれていますが、これは確かに再構築とかにした方が

よろしいかと。鉄道の議論も一番大事なところは、最適な公共交通は何かというところ

なので、本当に利用者が少ないところは鉄道の役割はどうなのか、というところも、今、

地域で議論されています。ではそれが鉄道を「守る」というふうに誤解されてしまうと、

まずいかなと。「守る」というのは、地域住民の足を守るということだと思うのですが、

公共交通のネットワークでいうと、これは再構築をするとか、また、新たにつくるとか

いうように、表現を変えた方がいいかと思います。 

もう一つは、好機とか危機の克服とかですが、これはめざす姿のキャッチコピーみた

いなところになってきますので、これもちょっと検討させてください。 

もう一つ、方向性という意味でいうと、三宅委員からもお話があったところなのです

が、呼び込むだけでいいのか、というところです。北海道民も移動するというのは大事

で、例えば国際線の航空の路線も海外から人が来るのはいいのですが、北海道民がどれ

だけ路線を使ってアジアの方に行くのか、というところは課題なところもあります。呼

び込むのは当然、経済効果という意味では非常に大きいのですけれども、それだけでは

ないというところは、ちょっと文言を検討していきたいなと思います。 
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おおよそ方向性としてはこういう形で、議論のポイントは何かというと、施策の具体

的なところは何が出てくるのだというところが、今日の皆さんの大きな意見だったかと

思います。一つは鉄道の話というのは、冒頭、副知事からもありましたとおり、地域で

議論していることが同時並行で行われていますので、それを踏まえてどうやって書いて

いくかというところ。これはちょっと正直言うと難しいのですが、何とかそれを新たな

指針に書かないといけない。それを含めて将来的な国へのお願いというところに指針は

使われていきますので、そこをどうやって書くかというところは、地域の状況を見なが

らまとめていきたいという点はご理解いただきたいと思います。 

ただ、全体的な交通の話で言うと、今日は小山委員、中木委員、今井委員の事業者サ

イドから、バスとＪＲとタクシーの、お互いに補完するというような形での協議をして

いこうというお話がありました。これは大きいなと思いまして、実際それがどういう場

になるのかは事務局と個別に調整させていただきたいのですけれども、仮に私なんかの

イメージですと、ドイツの運輸連合みたいなのが北海道で出来たらどうなるだろうとか。

そこまで書くのかどうかは、個別に事務局と意見交換をさせていただきながら、事業者

間での連携というところの具体案の一つにはなり得るのかなと思います。 

もう一つは、規制緩和、規制強化というところがあって、これはタクシーの話も、バ

スの話も、あるいはアボイダブルコストという話もあって、一つの交通手段に関しての

対策で書いていくのか、交通全般の話で書いていくのか、というところはちょっと宿題

にさせていただきたいと思います。ただ、実現させていくためにこういうようなことを

検討すべきだ、というところは、実際に現場で起こっている課題が解決できれば、北海

道にとってはもっといいことがある、というふうな形での書きぶりはできるかと考えて

おりますので、これも次回に向けて検討させていただければと思います。 

あと、港湾振興に関するビジョンと物流に関してですが、いくつかのご指摘があった

と思うのですが、例えば、指針の方には書いてあるけれども、港湾振興の方には書かれ

ていないとか。おそらく、クルーズ船の二次交通というのは、これは港湾振興に関する

ビジョンのところの受入体制の充実とはちょっと違うニュアンスだと思いますので、こ

れもやはりこちらの方に書くべきかと思います。また、もう一つＩｏＴの活用があって、

これは人流の方でも活用すべきだ、というのもありましたのでこの辺についても、労働

力不足への対応というところでの活用で、うまく盛り込んでいければというふうに思っ

ております。 

色んな意見が出てきましたので、では次にどうやってやってくか、という形で次回の

議論になっていくと思いますが、次回は指針の素案について、今日受けたものを反映さ

せながら、議論していきたいと考えております。 

一方で、港湾振興に関するビジョンというのは、指針と重複しているというものがあ

って、ここは重複すべきところは重複してもいいかと思うのですけれども、具体的に各

港湾の、何々港というところをどこまで書くべきか、というところは、これは特色とか
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は必要と思うんですけれども、全ての港湾について、この港湾はというふうに書くべき

なのか、重要港湾に絞って書くべきなのか、というところは事務局の宿題としたいと思

います。 

以上、このような形でまとめさせていただきましたが、全体通して何かご発言ありま

すでしょうか。 

 

（石井会長） 

今、座長の方から、ＪＲの個別線区の見直しをどう引き継ぐか、という議論があった

かと思うのですけれども、地域ごとの見直しはもちろんきちんと進めていただいて、基

本的には残す算段をしていただくということは重要だと思うのですが、道の議論でいう

と、鉄道のＰＴもやっていて、色づけはやはりそれぞれ違っている。むしろ我々として

も位置付けてきた経過があるわけですから、個別線区の見直しについては、もちろん配

慮はする必要があると思いますが、むしろ独自の見方なり方向性というものをこちらサ

イドが出していかないと、なかなか個別線区の見直しの協議には進んでこないという現

状があるかと思います。その部分については、むしろそういう踏み込んだ整理をして頂

きたいというふうにお願いを申し上げます。 

 

（岸座長） 

今、石井会長がおっしゃった点は、地域と道庁とも連携しながら、色々やっておりま

すのでその辺も含めて。ただ、我々サイドとしては、鉄道ネットワークワーキングチー

ムでまとめたものは、それはぶれずに、ずっと方針として続いています。それをあとは

地元の合意を得ながらの話になってくるのかなと思います。 

あと、私から補足ですけれども、本日、参考資料１として、ＪＲ北海道の事業範囲の

見直しに係る地域の動きというのを出していただきましたが、これは沿線の自治体が集

まって組織をつくった協議会とか、期成会とかというところでの議論をまとめたもので

す。実はこれに含まれていないものもありまして、例えば、１０月２７日に私は北見に

行きましたけれども、これはオホーツク圏の活性化期成会の石北線部会で地域住民に理

解してもらいたいということで、シンポジウムを開いたりしました。根室線も滝川で、

根室本線対策協議会、これは道商連、商工会議所との共催という形でやっているという

ところもあります。このほかに、道商連の方では経済界から出来ることはということで、

全道各地でフォーラムをやっていますので、色んなところで地域の協議が進んでいない

という言い方をされてしまうと誤解が生まれてしまいます。進んではいるけれど、それ

がまだ形には出ていないのですが、着々とやっているところはやっているというところ

も、御理解いただきたいと思います。何もやっていないと言われてしまうので、今回こ

ういう資料を出したらどうかという話を私が提案した次第です。地域で進んでいるとこ

ろは、というか、当然、これを見ると頑張っているところも、そうじゃないところも、
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見えてくるかもしれませんが、地域では何もやってないわけではないということはご理

解をいただきたいと思います。 

もう一つ、旭川でバスの方の取組がありましたが、これは非常に事業者さんからもや

って良かったと言っていただけました。バス事業社が単独で、就職説明会をやったとき

には４名しか来なかったところが、こうやって百名近くの参加者がいたとか、やりよう

によっては、まだまだ人材確保の方法はあるのかなと思いますので、これも道庁で色々

なところで並行して進んでいるものは、うまいこと新たな指針のところで、具体的に盛

り込んでいければと考えております。 

それでは、今日はこの辺で議論を終えたいと思います。事務局にお返ししますので、

よろしくお願いいたします。 

 

（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。 

次回の日程は、改めてご案内させていただきますが、１１月２０日（月）１４時から、

「かでる２・７」で開催を予定しておりますので、ご出席をよろしくお願いいたします。 

なお、委員の皆様には、後日、本日ご発言できなかった内容などを含めまして、指針

の素案に向けたご意見を書面にて照会させて頂きますので、ご協力いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 


