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総合交通政策検討会議（第 3回）議事録 

日時：平成 29年９月７日（木）10:00～11:40 

場所：ホテルポールスター札幌 ２階 コンチェルト 

 

（柏木室長） 

ただいまより、「総合交通政策検討会議」の第３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

しくお願いします。 

本日の会議は２時間程度を予定しておりまして、12 時頃の終了となりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

本日の出席者は、委員の皆様、参与機関の皆様、全員ご出席の予定でございます。な

お、参与の道商連の福井様におかれましては、後ほど到着されるということで連絡を受

けております。 

次に、配付資料の確認をさせていただきます。まず配席図、それから議事次第、出席

者名簿、それから資料１、資料２、資料３－１、資料３－２、資料４、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、事務局にお知らせくだ

さい。 

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。 

まず議事（１）から（３）について、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ので、本日もよろしくお願いいたします。 

それでは１番目、「本道港湾の概要及び現状と課題について」ということで、事務局

からご説明をお願いいたします。 

 

（首藤参事） 

総合政策部物流港湾室の首藤と申します。 

「本道における港湾の概要及び現状・課題について」説明させていただきます。 

２ページをご覧ください。「目次」でありますが、「１ 本道港湾の概要」、「２ 主な

港湾の特色」、「３ 本道における港湾の現状・課題」の三つの項目で整理をしておりま

す。 

３ページをご覧ください。「本道港湾の概要」ですが、「①本道港湾の位置」など六つ

の項目で整理をしております。 
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４ページをご覧ください。「本道港湾の位置」でありますが、港湾法上の港湾の種類

といたしまして、国際拠点港湾である二つの港を始め、重要港湾１０港、地方港湾２３

港、合計３５の港があります。 

港湾の区分ごとに、左の枠囲みに凡例を示して、図面に明示しています。 

５ページをご覧ください。「本道港湾の管理主体と整備主体」ですが、管理主体につ

いては、昭和２５年の港湾法の制定により、地方公共団体が港湾管理者になることとさ

れ、地元自治体との協議によりまして、昭和２８年から市町村が港湾管理者となってお

ります。苫小牧港と、石狩湾新港は、道と地元市による一部事務組合が、共同管理して

おります。また、整備主体については、港湾法の規定では、国において整備できる施設

は大規模な港湾施設に限られておりますが、「北海道開発のためにする港湾工事に関す

る法律」により、小規模な港湾施設でも、国において整備が可能であり、本道港湾の大

半を国が整備しております。 

６ページをご覧ください。「外貿定期航路等の概要」ですが、本道と海外とを結ぶ定

期航路は１０航路あり、週に９便ほど寄港しており、中国・韓国を結ぶ航路が多い状況

となっております。 

７ページをご覧ください。「内貿定期航路・フェリーの概要」ですが、本道と道外を

結ぶ内貿定期航路は１５航路、フェリーは１１航路となっており、太平洋側に集中して

いる状況であります。 

８ページをご覧ください。「港湾取扱貨物量の概要」ですが、道内における平成２７

年の港湾取扱貨物量は２億４５０万トンとなっております。左側のグラフをご覧下さい。

外貿と内貿の内訳であり、内貿が１億６，５４０万トンと、８割を占めております。右

側のグラフは、港湾別の内訳であり、苫小牧港が１億５５０万トンと全体の約５割を占

めております。 

９ページをご覧ください。港湾別の輸移出入取扱貨物量の状況ですが、円グラフの青

色は苫小牧港であり、輸出の約３割、輸入、移出入の約５割を占めております。また、

黄色は室蘭港であり、輸出入の約３割を占めております。 

１０ページをご覧下さい。「品目別取扱貨物量の概要」ですが、苫小牧港における紙・

パルプ、石油製品、函館港におけるセメント、室蘭港における鋼材、釧路港における製

造食品などの品目は、背後圏の産業立地状況を反映したものとなっております。 

１１ページをご覧下さい。「主な港湾の特色」でありますが、取扱貨物量の多い六つ

の港について、特色を整理しております。 

１２ページをご覧下さい。各港１枚の資料で整理をしており、下段には品目別の取扱

貨物量のグラフを記載しております。「室蘭港」は、背後圏には鉄鋼業や石油化学工業

が立地しており、鉄鉱石や鋼材、化学薬品など、関連品目が主な取扱貨物となっており

ます。大型船の入港が可能であり、１３万トン以上のクルーズ船の入港実績があります。
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また、来年６月からは、岩手県宮古とを結ぶフェリーが就航する予定でございます。 

１３ページをご覧下さい。「苫小牧港」は、中央の表のとおり、平成２７年の内貿貨

物取扱量は、８，６９７万トンで、全国一位となっている。北米向けなどの外貿定期航

路や、道外との定期航路を有し、道内の流通拠点となっております。背後圏に、製紙業

や石油精製業などが立地しており、紙・パルプや原油などの関連品目が主な取扱貨物と

なっております。 

１４ページをご覧下さい。「函館港」は、青森、大間との間にフェリー航路を有して

おり、新幹線開通後、航路旅客数が増加しております。港に観光地が隣接していること

もあり、右側の表のとおり、平成２８年のクルーズ船の寄港回数は、道内１位となって

います。背後圏に、セメント製造業が立地しており、石炭やセメントなどの関連品目が

主な取扱貨物となっております。 

１５ページをご覧下さい。「小樽港」は、日本海側のフェリー航路のほか、ウラジオ

ストクとの定期航路を有しており、ロシアへの中古自動車、下のグラフでは「完成自動

車」と整理しておりますけれども、この輸出が約７割を占めております。港から観光地

や札幌へのアクセスがよく、飛行機を利用した「フライ＆クルーズ」など、多くのクル

ーズ船が寄港しております。 

１６ページをご覧下さい。「釧路港」は、外貿、内貿における東北海道の拠点港とな

っております。我が国、有数の酪農地帯である、東北海道における穀物の輸入基地であ

ることや、背後圏に製紙業が立地していることから、とうもろこしや紙パルプなどの関

連品目が主な取扱貨物となっております。国際バルク戦略拠点港湾に選定されており、

穀物の大量一括輸送を可能とする大型船舶に対応するため、施設整備が進められており

ます。また、右側上段の円グラフのとおり全国有数の水産物水揚げ港でもあります。 

１７ページをご覧下さい。「石狩湾新港」は、ＬＮＧ基地など道内のエネルギー供給

拠点としての整備が進められており、ＬＮＧや石油製品が主な取扱貨物となっておりま

す。中国、韓国との定期航路を有し、また、上段左側の円グラフのとおり、外貿取扱貨

物量が約５割を占めております。背後地に冷凍、冷蔵倉庫が立地しており、苫小牧港と

ともに水産物の輸出を担っております。 

１８ページをご覧下さい。「本道における港湾の現状・課題」でありますが、「①国際

海上輸送機能の強化」など、九つの項目で整理しております。 

１９ページをご覧下さい。「国際海上輸送機能の強化」ですが、左側の「現状」とし

て、コンテナ船やバルク船の大型化が世界的に進展しているなかで、対応可能な港湾は

限定的です。国際バルク戦略港湾に選定された釧路港では、大型船に対応した岸壁など

の整備が進められております。「課題」としては、船舶の大型化に対応した港湾施設の

整備・強化が必要であること。また、大型バルク船による穀物の大量一括輸送の実現の

他、アジア地域などとの航路や北極海航路の活用に向けて、道内港湾が国際海上輸送網

の拠点となるよう、港湾機能強化の推進が必要です。 
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２０ページをご覧下さい。「道産品等の輸出拡大」ですが、「現状」として、人口減少

の傾向にあることから、国内の市場は縮小が見込まれます。また、中央の円グラフのと

おり、本道の漁業の水揚げ量は、漁港からだけではなく、全体の約４割が港湾から水揚

げされております。「課題」としては、需要が増加傾向にある道産食品の輸出拡大に向

けて、右下の写真のような屋根付き岸壁の整備を進めるとともに、輸出拠点となる港湾

での保管機能の充実など、港湾機能の強化を図ることが必要であること、また、港湾の

背後地において、ものづくり産業の集積を高めるなど、安定した貨物量の確保を図るこ

とが必要です。 

２１ページをご覧下さい。「輸送機能の効率化」ですが、「現状」として、道外への貨

物輸送の９割が海上輸送であり、道民の生活や産業を支えるためには、安定した海上輸

送の確保が求められます。また、下の写真にあるように、積み込み作業を行うシャーシ

ヤードの点在や岸壁の狭隘化など、非効率な利用状況となっております。「課題」とし

ては、安定した物流を確保するために、道内と道外を結ぶ定期航路の維持確保が必要で

あり、また、高規格幹線道路ネットワークの早期形成による、港湾へのアクセス性の向

上や、岸壁の狭隘の解消など、荷役の効率化や、コスト削減を図ることが必要です。 

２２ページをご覧下さい。「クルーズ振興」ですが、「現状」として、左側のグラフの

茶色の折れ線になりますが、全国におけるクルーズ船寄港回数は、２０１１年の８０８

回に比べ、２０１６年は２０１７回と大幅に増加しており、道内への寄港回数も増加の

傾向にあります。日本に寄港するクルーズ船の大型化が進んでおり、１０万トン以上の

船が占める割合は、２０１２年の８％から、２０１５年には３２％と増えております。 

また、国では、訪日クルーズ旅客を２０２０年に年間５００万人とする目標を設定し、

受入体制の強化を進めております。「課題」としては、港湾管理者や国などと連携し、

オール北海道でクルーズ船の誘致活動を行うことが必要であること。また、大型化に対

応した施設整備や、交通アクセスの確保、ＣＩＱ体制の強化、みなとオアシスを活用し

た賑わいの創出など、受入体制の充実が必要です。 

２３ページをご覧下さい。「離島航路の維持・確保」ですが、「現状」として離島航路

は、生活物資の供給などにおいて、重要な役割を担っております。右側のグラフをご覧

下さい。離島航路の利用者は島民や観光客の減少により、平成１５年の１１８万人をピ

ークに減少しております。また、国、道、離島町においては、航路事業者に対する財政

支援などを実施しております。「課題」としては、生活環境や産業の維持・確保のため、

航路維持への支援や、航路の安定化などを図るため、港湾施設の整備が必要であること。

また、利用者の拡大に向け、利用促進を図ることが必要です。 

２４ページをご覧下さい。「施設の老朽化対策」ですが、「現状」として、高度経済成

長期に整備した施設の老朽化が進行しております。左側下の円グラフになりますが、供

用後５０年以上経過する岸壁の割合は、Ｈ２６年の約１０％から、Ｈ４６年の約６０％

に急増しており、このようなことから、国が示す「予防保全型維持管理」の考えに基づ
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き、港湾管理者は維持管理計画を策定することとしております。「課題」としては、策

定した計画に基づき、長寿命化を図り、トータルコストの縮減などを図っていくことが

必要です。 

２５ページをご覧下さい。「大規模自然災害リスクへの対応」ですが、「現状」として、

本道には、地震・津波をはじめ様々な大規模自然災害リスクが存在しております。また、

東日本大震災をきっかけに、物流網の寸断による影響が明らかになったところです。「課

題」としては、災害時における救援物資などの円滑な輸送を確保するため、港湾機能の

強化が必要であること。また、各港湾において策定した事業継続計画について、定期的

な訓練や計画の見直しが必要です。 

２６ページをご覧下さい。「新技術の活用」ですが、「現状」として、IOTなどを活用

して、膨大なデータを収集・解析することにより、大幅な生産性の向上が期待されます。

「課題」として、IOTなどを活用して、ターミナルのスマート化を図り、船舶の滞船や

荷役の効率化を図るなど新技術の活用について検討が必要であること、また、荷役機械

の自動運転化などＩＣＴの活用について、検討に取り組むことが必要です。 

２７ページをご覧下さい。「環境などへの対応」ですが、「現状」として、パリ協定に

よる温室効果ガス排出量の削減や、マルポール条約に基づく硫黄酸化物排出量規制値の

引き下げが決定されております。「課題」としては、二酸化炭素排出量削減への貢献に

向け、再生可能エネルギーなどの導入促進を図っていくことが必要であること。また、

世界的な排ガス規制強化への対策に資するため、ＬＮＧバンカリングなどの導入の可能

性について検討が必要です。 

以上で、「資料１」の説明を終わらせていただきます。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。資料の説明について、質問があればお受けしたいと思いま

すがございますでしょうか。 

なければ、議事の２番目の「総合交通政策検討会議（第２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。 

 

（鈴木参事） 

 資料２をご覧下さい。 

 先月、８月４日に開催されました総合交通政策検討会議（第２回）については、物流

に関して議論をいただいたところでございます。その中から主な意見としてまとめてお

ります。項目としては、「物流ネットワーク」、「物流機能の向上・輸送の効率化」、「交

通との連携など」という３つに分けて意見を区分しております。 

 「物流ネットワーク」につきましては、インフラの現状等への意見でございまして、

上の２つ目にありますように、「適切なルートを検討し、インフラ整備を進めていくた
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めにもモノの流れなどのデータが重要。」。また、過疎地の輸送についてということでし

たが、「まずコストの問題を抜きに、輸送を確保することを最優先に議論していくべき。」

という意見がございました。 

大きな枠の２つ目の「物流機能の向上・輸送の効率化」につきましては、「農産品の

季節波動の平準化や片荷にかかるコスト転換など、物流効率化への取り組みが重要。」。

また、「大量の農畜産物の安定輸送が重要。６次産業化に向けては産地に近い場所に生

産工場を持ってくる視点も必要。」、「輸送手段の確保だけではなく、出荷の平準化に向

けた生産拠点側でのインフラも必要。」という意見がございました。 

また、「交通との連携など」につきましては、「貨客混載など、貨物と旅客が補完する

視点が必要。」、「人とモノの輸送の垣根を取り払っていかないと過疎地の輸送は確保で

きない。」といったような意見がございました。資料の説明については以上でございま

す。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。 

続いて３番目の「第１回・第２回会議を踏まえた論点整理」ということで事務局から

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。資料３-１によりまして交通（人流）分野におきま

す論点整理について説明をさせていただきます。 

 一番左側の方向性のところでございますけれども、これは第１回の会議でご説明をい

たしました「人流・物流の大幅な拡大を支える」など、４つの検討視点の区分を掲げて

おり、その右側に、検討会議などでの委員の皆様方からのご意見を区分に従って整理を

しております。更に右側に論点及び想定される取組として、方向性に沿いまして大きく

４つに分けておりますけれども、まず一つ目の「観光や産業を牽引する交通ネットワー

クの形成に向けて」ということで、「北海道新幹線の整備促進」、「新千歳空港の国際拠

点空港化及び地方空港の国際化」、「空港運営の民間委託と航空ネットワークの充実・強

化」、「港湾機能の向上」ということを掲げておりまして、新幹線や航空、船舶の利用促

進による交流人口の拡大ですとか交通拠点の機能強化などを目指していくということ

でございます。 

 ２つ目の「シームレスで利便性の高い交通の実現に向けて」では、「持続可能な鉄道

ネットワークの確立」、「道内航空路線の維持・確保」、「高規格幹線道路網等の早期形成

や機能の向上」、「道路交通ネットワークの整備・保全」、「交通機関相互の有機的な連携

強化」ということで、交通ネットワークの拡充でございますとか、円滑な乗り継ぎ、わ

かりやすい交通情報の提供などを掲げております。 
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 ３つ目の「地域公共交通の維持・確保に向けて」では、「まちづくりと連携した持続

的な地域交通ネットワークの構築」、「安定した地域交通・離島交通の確保」、「安全で快

適な都市内交通環境の整備」ということで、地域の主体的な取組によりまして実情に応

じた交通サービスの展開などを掲げているところでございます。 

 最後に４つ目が「災害対応や人材確保などに向けて」ということで、様々な自然災害

リスクに対応するため、「防災・減災対策の強化と国土強靱化の推進」、それから「交通

を担う人材確保と育成・労働環境の改善」、自動運転などでございますけれども、「技術

革新による安全で環境負荷の少ない交通の実現」ということを掲げているところでござ

います。 

 説明は以上でございます。 

 

（鈴木参事） 

 次に資料３－２をご覧下さい。 

物流分野における論点整理ということでございます。物流分野における論点整理につ

きましても、交通（人流）分野と同様に一番左側にあります方向性毎に整理しています。 

前回委員会で宿題となっておりました「北海道全体の産業構造」について、方向性に

ついて一枠立てるかという意見もあったところでございますが、今回、①の方向性と②

の方向性の両方に係るものなので、改めて四つ目の方向性とはせずに、①と②の両方に

意見を再掲という形で整理をしております。 

前回いただきました意見を元に今後の論点及び想定される取り組みをまとめており

ます。方向性①本道と国内外をつなぐネットワークの充実強化［物流の拡大］について

ですが、論点としては、「国際物流の拡大」に向けてということで「物流ネットワーク

の充実・強化」、「物流関連施設の機能向上」、「海外輸出・道外移出の促進」ということ

を論点としております。 

また、２番目の本道産業を支える物流の生産性向上の方向性につきましては、「物流

の効率化への連携強化」に向けてということで、「物流機能の最適化」、「企業間連携の

促進」、「交通モード間の連携促進」、「物流を考慮したまちづくり」。 

 また、③の方向性については、「地域社会での持続可能な物流の確保に向けて」とい

うことで、「人材の確保・育成、労働環境の改善」、「多様な主体による人・モノの輸送」、

「災害への対応」、「新技術の活用と研究開発拠点の形成促進」が論点となり、想定され

る取組を点線で囲った中に記載をしています。 

 資料の説明については以上でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。 

 これまで、前回までに意見をいただいたものを事務局の方で論点整理という形で人
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流・物流をそれぞれまとめていただきましたが、この後の意見交換ではこれを踏まえて、

またちょっと違うのではないかとか、深掘りしたらこうなるのではないかとかを皆さん

からご意見を伺いたいと思いますが、意見交換に入らせていただく前に、資料４をご覧

下さい。 

私から今後の進め方について整理という形で提案させていただきたいと思いますが、

この会議はもともと新たな指針ということと、もう一つは物流のビジョンをつくるとい

う２つのミッションがあって、お集まりいただいて議論しているところです。ですから、

１回目は人流、２回目は物流という形で議論したのですが、貨客混載とかあるいは、人

流ではこの区間は輸送量が少ないけれども物流にとっては重要というような形で、いず

れは重ね合わせた議論をまとめていくことが必要になります。 

そこで資料４にまとめましたけれども、一体的に最後は整理をするという論点でまと

めさせていただきました。具体的には資料の中ほどにありますけれども、左側に人流の

視点、右側に物流の視点とあり、これが今事務局からご説明いただいた論点整理なので

すが、それを一体的にまとめるという観点でいうと、例えば道外とつなぐとか、あるい

は道内をつなぐ。これは地域公共交通検討会議でもありましたが、幹線と地域間と地域

内という視点も当然出てきます。それが地域を支えるというようなこと。それとはもう

一つ別に、今後の将来的なもので、新技術の観点とかあるいは人材確保の問題。これは

今までの意見交換でも出ていて、人流についても物流についても同じような問題として

あります。あとは最近、自然災害が発生しているということで、これも連携しながらの

対応がいるということで、一応この４つについて「道外」と「道内」と「地域を支える」、

「災害」といったカテゴリーを最終的な取りまとめの方向にしながらやっていくことも

必要ではないかと、私から提案させていただきたいと思いますが、この点も含めて、今

後の方向性についても、この後、意見交換でご意見があればいただきたいと思います。 

それでは、いつものように順に指名させていただきたいと思います。最初に石井先生、

お願いいたします。 

 

（石井会長） 

 そろそろ方向付けの時期になってきたところで、今日はそういった方向でお話しをい

ただいたと思います。 

 議論の方向性を出来るだけ明るく示したいということと、逆に現実とのバランスをど

うとるかっていうところはいつも悩むところなのですけれども、厳しい認識なり部分も、

どううまく入れていくかというところもそろそろ考えなくちゃいけないかなと思って

います。 

人流の方の交通ということで、主に公共交通を中心に議論をしておりますけれども、

地域にいけばいくほど、車と公共交通機関がものすごくバッティングして自家用車使用

が公共交通機関利用の最大の制約条件になっているところもあって、ＪＲの議論のなか



9 

 

でも、車社会ということに対してどうするのかという議論がほとんどないまま、利用促

進するということがいろんな地域で言われ始めていますが、おそらく、あんまり進展は

ないというわけです。私なんかは個人的に釧網線みたいな観光路線はなんとしても残し

たいと思っていますが、残す方法を考えると、やっぱり自家用車の規制みたいなことを

絶対的にやらないと鉄道は残らないと思うのです。ある意味では車と公共交通の共存み

たいなことで、何か規制は出来なくても訴えなくちゃいけない部分っていうことも入れ

て、きちんと道民の皆さんに基本的な共通認識をしてもうことがやっぱり必要なのでは

ないかと思います。それで何かが本当に変わるのかは何ともいえないのですが、やはり

変わってもらわないと維持出来ないという話は必要ではないかと思います。 

それと同じく物流の議論をしていて、結局よく考えると荷主の行動がまだ、なかなか

身勝手というと怒られるのですけれども、あんまり物流サイドの問題をきちんと踏まえ

た行動になってないというのが今時点でもすごく強いわけです。別の会議でも個別の荷

主のヒアリングとかを少しやっているのですが、まだそんなことも意識されていないの

かということも、現実にはあって、物流サイドがいくら頑張っても、荷主がちゃんと行

動を変えてくれないと改善されないという問題があります。片荷輸送とか季節波動とか

です。まさにそういったことにも関する議論をちゃんとして、問題提起しないと物流は

変われないっていうところ。これもこの会議のテーマなのか微妙なところなのですけれ

ども、やっぱりそこまで言わないと、もう変わらない。今回、いよいよそういうことが

足下の問題から言うと、やっぱり変わんなくちゃいけない。そういう議論をうまくする

のは難しいのですけれども、是非、提起していかないといけないと思います。 

また、本日は港湾のご説明をしていただいたのですけれども、人流等で港湾機能の向

上について記載されていますけれども、港湾の数が多すぎるっていうとまた語弊がある

と思いますが、かなり使われ方には差異があります。老朽化の問題については、実態と

してはここに記載いただいているものよりも深刻な問題じゃないかと思っていて、現在

有している港湾の機能、これは港湾だけの話ではないのですけれども、本当に全部守り

きれるのか。そういう観点でいうと、やっぱり重点的に活用していくことが今問われて

いると思うので、あるのが当たり前で、あるものを全部使っていくという風にしか読め

ない交通整理はマズイのではないかと。もちろん重点的に使っていくっていうところと

絶対残さなくちゃいけないところというのは両方必要なので、単に捨てるって話ではな

いのですけれども、そういう議論もちょっと他の分野にも関わることかもしれませんけ

れども是非、少し論点としてみていかなくちゃいけないと感じました。 

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す。吉見先生お願いします。 
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（吉見委員） 

 はい、私の方からまずは今日の資料１にありました港湾のところを含めてお話したい

と思います。 

北海道は広いこともありまして、それぞれの地域にそれぞれの役割を持つ、港があっ

て機能していると。日本の各都道府県には、県内に主要な港を２つ３つともっている県

はほとんどないわけです。そういうなかで北海道はそういう港を抱えているわけであり

ますから、特殊な位置付けにあると思います。 

この会議のなかで本来考えるべきは、今、石井会長もお話しいただきましたとおりで

すけれども、北海道としてそれぞれの港にどういうような将来的な役割分担をさせて、

北海道全体として有機的にといいますか、有効に港湾が働いていくようにするかという

ことであると思います。これについてはもう一度整理が必要ですが、これを整理するの

はなかなか難しいというのが率直な感想ではあります。と申しますのも、これまでもそ

れぞれの港湾について、こういう機能を持たせたいとか、こういう方向で考えたいとい

うことはあったわけですが、これがうまくいっているかというと、必ずしも成功してい

ないところも見受けられます。例えば、こういう例が正しいかどうかはわかりませんけ

れども、室蘭の場合には、もともとは産業のための港という位置づけであったものを旅

客フェリーなどを中心とした港に整備していこうということになり、立派なフェリータ

ーミナルも作ったわけですが、ターミナルが完成したとたんにフェリーが全部撤退とい

うことがおきました。最近はまた航路が戻りましたが。とはいえ、フェリーの大きなパ

イプになっているかというと、そうでもなくて、むしろ苫小牧のほうに集中していると

いう傾向があります。また、札幌に近いという意味では優位性は明らかに小樽にあって、

実際過去には小樽港からフェリーを使って上がってくるという、これは物流ではなくて

どちらかというと人流かもしれませんが、今はどちらかと言えば苫小牧の方にいってい

るという風に、やっぱりその時その時の利便性であるとか、経済なり、道のさまざまな

構造の変化によって、港の役割が自然に変わって来ているという傾向があり、それは

我々がこうしたい、こうしてほしいと考えるものと微妙にずれていると思うわけです。

ですから、ここを考えたときには、もしそういった計画を立てる場合には、そこを読み

切りながら将来を考えていかなければならないという難しさがあると思います。 

ひとつ考え得るのは、他の様々な交通モードとの関係でありまして、たとえば苫小牧

への様々なモノ、人、フェリーの集中は、やはり高速道路の整備ということと関係があ

るのだろうと思いますし、あるいは先ほどの資料説明の中で、函館の船を使った人の流

れも増えているという話でした。これは新幹線の開業が関係しているだろうというのも

ありました。こういうことも出てまいります。しかし一方で、将来、新幹線が札幌開業

となったときには人の流れがいったいどういう風になるのか。函館も同じなのか、ある

いは小樽がまた別の意味で注目されるのか、というようにですね、様々なことが考え得

るわけです。つまりこういうような他の交通モードとの関係を考えながら進めなければ
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ならないと思うわけであります。 

外国航路の話がありましたけれども、外国航路については北海道としても発展を考え

ていかないと思いつつ、一方で北海道が地理的に優位点があるかといえば、航路に関し

てはどれくらいそれがあるのか私は疑問に思っております。 

例えば、先ほど北極海航路の話がありましたけれども、実は北極海航路のみならず北

米航路も北海道のすぐ横にあるのです。北米航路は北海道のすぐ横が一番近距離で通っ

ていけるルートになります。そうであれば、北米航路は近いから北海道に寄ってくれれ

ばいいじゃないかと思いますが、そうではないわけであります。そう考えますと、「つ

いでに」という言い方をすると語弊があるかもしれませんが、寄ってもらうということ

は出来るかもしれませんが、北海道をヨーロッパないし北米の物流の港の拠点にして、

日本の荷物あるいはアジアの荷物を一旦北海道に集めて、そこから輸送するというのは

かなりハードルの高い話になると思います。それは投資という意味でのハードルです。

相当にお金をかけた大規模な港の整備。極論すれば横浜港や神戸港を超えるような港の

整備をする覚悟がないとなかなか実現するものではないだろうと。そういう意味でもハ

ードルが高いと考えるわけであります。  

外国船クルーズの話がありましたけれども、これも港の整備の話ではなくて、そもそ

もお客様がそこに来たい場所であるかが重要であって、クルーズ船の誘致に関しては、

港の整備もさることながら、来たお客様に対してどういうものが提供出来るのかという

ような総合的な政策が必要だと思います。 

例えば、大きな船が寄港出来るような室蘭にはなかなか来ていただけてないが、一方

で横付け出来ない利尻の沓形港には寄港があったりする。それは、クルーズ船で来られ

るお客様の来たい場所が室蘭にはないが利尻にはあるということの裏返しでもありま

す。そういう意味では、来ていただくお客様に何を提供出来るかという総合的な観点が

必要だと思います。 

次に資料３－１の論点整理でございますが、これはこれまでの議論をうまく論点整理

としてまとめていただいたという感想をもちます。そして重要なのは、右側の論点及び

想定される取組の部分が、今後の議論の展開という点からは重要であり、確かにこの部

分はそのとおりでありまして、疑問を呈する場所はないわけです。しかし一方で、あま

り目新しさがない。例えば、すでに行われていること・やっていることが改めて書かれ

ていたり、あるいはそれぞれがこれはやらなければいけないと皆が納得出来る、あるい

はここまで各所で議論されてきたことがまとめられているところになりますので、今後、

道が交通に関する総合的な政策を考えるとき、先を見据えたとき、この取組の整理だけ

で皆さんが次に進めるものになるのかというと少し疑問を持ちます。これは端的に言え

ば総花的に見えますので、これらのポイントをより具体的にするとか重点がどこにある

のかといったポイントの明確化を、ハイライトをつけるといいますか、そういうような

作業が必要かと思います。それによって道民にも何が大事かみえるようになると思いま
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す。具体化しますと色々な議論が出ますので難しさがあることは重々承知しますが、こ

の取組に関してはより具体的な、あるいは重点ポイントをおいた整理が必要かなと思い

ます。 

最後に資料４に係る今後の方向性でありますが、先程、座長から説明がありましたよ

うな方向性で私は問題ないと思います。すなわち物流と人流で総合的に管理していくこ

とが特に北海道においては重要であり、それはここまでの皆さんとの議論のなかで明ら

かになったところであり、それがまさにこの会議に与えられた課題だと考えております

ので、この方向性でまとめられていけばよいと考えています。  

私からは以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。続いて自治体委員として米沢委員お願いいたします。 

 

（米沢委員） 

 それでは私の方からは、まず港湾に関して、私どもの農業地帯という視点で意見を述

べさせてもらいたいと思います。 

港湾は私どもの農業生産に大変重要な役割を果たしてもらっています。この港湾のあ

り方を検討するときに、「生産」という点についてもしっかりと検討してほしいと思い

ます。 

今日、資料を拝見していて港の大きさについて色んな数値が出てきました。例えば、

港のトン数の比較も悪くないのですが、それだけでは港の重要性がわからないので、う

ちのスタッフに付加価値額を出してもらいました。例えば、平成 26 年の製紙業の付加

価値額が１３３１億円、それから鉄鋼業が９４１億円です。それで、十勝の農業付加価

値額の推計は８００億円です。先ほどのグラフの中で農業についてはほぼ小麦しか出て

きてないですが、これから北海道が何で食べていくのかという議論をするときに、今の

産業構造の中でこれだけの輸出入があるということをトン数ベースで議論するだけで

はなくて、どう付加価値を付けて、どう北海道の稼ぐ力をつくっていくのかという視点

でみる必要があると思っているところです。 

もうちょっと言わせていただくと、私どものところの港は肥料をつくっているホクレ

ンの工場に入れる原料の輸入を取り扱っております。ですから、ここで肥料が出来て、

それがオホーツクの東北海道全体で回っていっているのが一つ。それから、飼料のコン

ビナートが港にあります。今、肉牛・酪農・畜産の発展性について謳われていますが、

十勝の農協取扱高だけでいうと３２００億円、６０数％が酪農・畜産になってきました。

そうするとこれを支えていくだけの飼料原料の輸入が必要になります。港の重要性を考

えるならば、こういうことも考えていかないといけないなと思います。総花的な議論で

はなくて、私いつも産業産業としつこいのですけれども、どの産業と、そしてどの産業
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が将来どのような影響を与えるのか、その産業を支えるための港という視点があるのだ

ろうと。先程、小麦の移出に関しては、４４．８％は十勝港だというお話がありました。

以上が１点目です。 

それから２点目なのですけれども、高規格道路の話が先ほどありました。北海道には

横断と縦断があるのですけれども、縦断では北見と十勝の陸別が将来繋がる予定であり、

また、広尾と大樹町の間が繋がると、オホーツクと太平洋が一番近い距離で繋がること

になります。そうすると、現在、オホーツクから冬場の一次産品がぐるっと回って札幌

等に入っているものが、真っ直ぐ太平洋側に運ぶことが出来るようになると、今の広尾

にある港の使い方がガラッと変わってくると思います。先ほど石井会長や吉見委員がお

しゃっていましたが、高規格道路の将来延伸を見据えた上で、そこの港が従来と違った 

あり方になってくるのではないかと。他の交通モードとの繋がりは今だけではなくて将

来、いつ頃になったらどうなるのかということも見据えた上で議論していく必要があり、

設備投資にも時間がかかりますし、その辺が重要なところかなというふうに思いました。 

それで、今後の論点整理のところですけれども、これについても多少重複しますけれ

ども、これから北海道が一次産業、食、観光ということであれば、先ほど産業別に立て

ることはやめたという話もありまして、それで構わないのですけれども、やはりこの３

つの柱が総合価値を高めるためにそれぞれの交通モードがどのような役割を果たして

いくのか。先ほど申し上げましたけれども、色々なデータの示し方も、それが分かるよ

うにしていかなければならないというふう思いました。 

今、地方の公共団体、色々な重たい問題を抱えています。公共施設マネジメントとい

うこと、地域の白書というのも出来たと思うのです。解析が終わったというところなの

ですが、一番難しくなるのは、みんな自分のところのものは壊さないで欲しいと。今回

の話と同じ縮図のような形になっています。やっぱりやることはオーソドックスで、将

来どういうことになるのか。それで、ここはこういうことしかないのだ、そういうもの

を並べた上で、スケジュールをきちんと考えて、つぶしていくことしかないです。 

ですから大切なのは、現状について見えるように、従来型のデータの提示ではなくて、

こういうことを狙っていて、そのためにはこういうことをしなくてはいけないのだ。あ

れか、これかではなくて、こうしないといけないというような提案を出して、それを皆

さん、道民の方々に納得していただくような絵を描いていくことが、交通体系について

も重要なのではないかというふうに感じたところです。 

 

（岸座長） 

 山下委員お願いします。 

 

（山下委員） 

今回いただきました資料は、港湾の利用の現状と課題ということでした。一読させてい
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ただいて、私のところに港湾はありませんので、あらためて北海道における苫小牧港、

室蘭港、主要な港湾の力量と言いましょうか、現状だとか、わかったのであります。そ

んな中で、自分自身でなかなか捉え方の整理はできないのですけれども、やはり、北、

それから東にある港湾というのは、米沢委員も言われたとおり、高速道路網がまだまだ

結節していないというところが、弱みではないかなと感じたところであります。そこを

交通モードとして結ぶことが物流を大きく円滑に進める上で、極めて重要だとあらため

て感じたところであります。そんな中で、道北、道東地区というところは、１次産業の

中心になっております。私どものオホーツク地域は、農業生産高で十勝に次いで北海道

振興局管内として２番目と、林業と水産業にあってはトップというデータが出ています。

これらのものをどうやって消費地なり加工場に向けて移送しているかというと、現状で

は港湾のところは脆弱な部分がありますので、道路輸送、そして結果的には主要な港湾

から運び出していると、さらにそれに関わるエネルギーなど、港を経由して運んでいる

という状況から、道路と港、北海道から出て行く、又は入ってくる物流が、大多数は港

からということを考えると、港を結ぶ陸路の整備というものが、極めて重要だなと感じ

たところであります。 

もう一つはですね、これは自然的な要因とか、歴史的な要因とかがあって、オホーツ

ク海側というのは、冬期間、流氷に覆われていることから、港はありながら重要な港湾

には位置付けられてこなかったと思います。しかし、さきの北極海航路もそうですけれ

ども、近年の気象状況、さらには港の整備、船舶の大型化ということを考えると、オホ

ーツク海側であっても、貨物船の冬期間の移動ということも可能となってきているとい

う認識でいます。現在、網走港には、何年前でしょうか、数年前に小麦を移送する施設

が港にできました。従来であれば苫小牧まで運んでとか、十勝港から運んでいたものが、

網走港から直接運び出せるという状況になっております。そういった意味で、従来の考

え方を踏襲するだけではなくて、今の機械規模だとか、農業規模を考えたときに、どう

いったやり方が有効なのか、あらためて考え直してみる必要があるのではないか。その

ように感じたところであります。 

また、第２回の会議の中で、片荷輸送の話や若しくは季節波動が問題ということがあ

りましたけれども、今回の港湾の資料の中で、将来的な課題として、港を中心とした再

生可能エネルギーなどの活用ということが書かれておりました。今、紋別などではバイ

オマスエネルギーを活用した施設というものができております。発電するためのエネル

ギー源を運び込むためには、やはり港周辺でなければならない。そういうことを考える

と、北海道が一次産品の供給基地であることは間違いないと思いますけれども、今後の

将来を考えますと、単に北海道電力さんだけではなくて、売電も含めて、それにはルー

トも必要ですけれども、エネルギー供給基地としての役割ということも考えていくこと

によって、港を総合活用出来るのではないのかなと。長期的な視点で物事を考えるので

あれば、そういう産業構造も考える必要があるのではないか。そのように考えておりま
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す。 

最後の一点は、これは今回の物流に限りませんけれども、今回の取りまとめというの

は、２０３０年を一つの目標として、そのときにどういった交通体系が必要かと。その

ような議論の中で取り組まなければならないものということでのスタートだったと思

います。 

新しい視点と言いましょうか、まだ正式に決まったわけでありませんけれども、２０

２０年の東京オリンピックのあと、日本での開催、北海道としては２０２６年の冬季オ

リンピックを誘致できないかといった議論もあります。ただ、２０１８年はピョンチャ

ン、２０２２年は中国での冬季オリンピックがほぼ決まっておりますので、三大会続け

てアジアでできるか、という議論もあろうかと思います。私が思っているのは、誘致出

来たとしても２０３０年ではないか、そんなことを思っておりますので、その時に、特

に冬期間、北海道の交通をどうするのか。そういう視点もオリンピックの誘致が正式に

決まるかどうか、そこのところも議論はありますけれども、意識の中にはそういうもの

を持ちながら絵姿を描いていく。取組を構築するストーリーを作っていくことが必要で

はないか。そのように感じているところであります。具体的にこうだ、という自分自身

での確固たる考え方がまとまっているわけではありませんけれども、今回いただいた資

料などの中での感想として述べさせていただきたいと思います。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。続いて事業者の委員からお願いしたいと思います。まずは

小山委員からお願いいたします。 

 

（小山委員） 

 本日、お話を伺いまして、特に港湾の関係の説明の中では、施設の老朽化対策があり

ました。高度成長期に集中した施設が５０年を経て、かなり老朽化が進んでいるという

話を伺いました。まさにインフラを抱えるものとして、同じ共通の悩みをお持ちだな、

ということで、私どもからも御説明させていただきましたが、鉄道については１００年

以上経っておりまして、その中で日々のメンテナンスはもちろんやっているわけですが、

橋梁ですとかトンネルですとか、かなり老朽化した施設をそろそろ大規模修繕をしなく

てはならない。 

そういった中でこのインフラを今後どうしていくかということの議論が必要になっ

ている。そういう時期に来ている。そういう意味での同じような悩みをお持ちなのだな

と感じた次第です。 

鉄道は今、先ほどお話しが出たように 2030 年北海道新幹線の札幌延伸に向けて、工

事が進められている訳でありまして、まさに新幹線というは、そういう意味では新しい

鉄道インフラを構築することでありますので、この鉄道インフラを今後、北海道の発展
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にどう活用できるかということを真剣に考えていかなくちゃならない。そういう時期に

来ているのだろうとそういう風に思います。 

もう一点は、2030 年を見通したときに、経済環境がどう変わっていくかという観点

でありまして、これもこの会議で何度かお話があったとおりでありますが、このままい

けば、高齢化・人口減少がどんどん進むというのは自明の理であります。それに対して

どれだけ色々な交流人口を増やせるかの議論があり、本日のペーパーにも人流分野にお

ける論点整理の中でそのような観点が書かれております。しかし、ただそれだけでは高

齢化・人口減少は避けて通れませんので、公共交通をどう再構築していくのか、持続可

能な交通を維持していくか、構築していくかとの観点が非常に重要だと思います。 

地域で色々な話を進めさせていただいておりますけれども、そういった中でも特に鉄

道とバスが並行して走っている様な区間もたくさんあります。そういった中で、なるべ

く交通を統合していく、効率化していくことによって、より地域に適した、地域のニー

ズにあった交通も提供できるのではないか。また、それが持続可能な公共交通につなが

ってくるのではないかと考えている次第です。 

当然、そういう意味でここに書かれたような、まちづくりとの連携も重要かと考えて

おりますが、いずれにしても、そういう意味でのコスト論を含めて、どういう交通が作

れるかが非常に大切だと考えております。 

それからもう一点は、特にこれから鉄道をどう維持していくかとの観点の中では、ど

こまでコスト削減ができるかということで、例えば、駅の廃止、踏切の廃止といった議

論させていただいております。利用促進も色々と地域でお考えいただいている訳ですが、

これから鉄道の利用を飛躍的に伸ばすというのはなかなか難しい現状にあって、これか

らコストをどう減らしていくのかも非常に大事なだと思っておりますので、そういう意

味では、やはり他の交通モードと上手く連結・連接することによって、より効率的な交

通をどうやって作っていくかという観点からの議論が非常に重要になろうかと思いま

す。以上です。 

 

（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） 

 私の考えと言いますか、論点整理の中で、人流部分の公共交通しか考えられないとこ

ろなのですけれども、２０３０年を目標にということなのですが、具体的に１２年後の

地域公共交通、バスがどのような状況になっているのだろうか。今の高齢化・少子化の

中で１２年後のバスを想像した場合に、路線維持ができているのかと思われます。 

地域の方も当然、バスは１２年後も走っているものだとお考えでしょうし、それほど

危機感がない状態の中で、方向性を示さないで、安心感を持たれてもバス事業者として
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どんなものであろうかと考えてしまいます。 

現状の維持・確保についての方向性は、我々も色んな利便性を考えて、少しでも利用

者を増やそう、あるいはインバウンドの方の足を確保しようと、色々なことを今考えて

おりますが、実際そう思っていても、地域の方なり利用する人の考え方はどうなのだろ

うと。今時点で１２年後も当然バスがあるのだろうと思っているのであれば、その辺の

考え方なり方向性は、我々も考えなければならないが、地域住民、バスを利用される方

も考えていただく必要があるのではないか。それには今出来ている協議会なり、あるい

は各自治体での検討会をより積極的に開催して、地域の人と我々事業者が同じ考え方で

今後の交通について取り組んでいくことが必要であって、将来的にこういう方向性です

よといっても、これがどう地方の方に響くのかなと思います。これについては、方向性

を示すのであれば、より具体的な進め方で地方の方も考えてくださいと、お互いに共通

の認識を持って進むことが大事ではなかろうかと思います。以上です。 

 

（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） 

 ハイヤー協会の今井です。今日は、港湾の話は門外漢なので大変参考になりました。 

 ただ、一点だけ私の立場で言わせていただきますと、クルーズ船の振興を取り上げて、

先程ご意見があったように、ただ、クルーズ船来てくれではなくて、来ていただいた人

にどうやって付加価値のあるサービスを提供するかが非常に大事です。クルーズ船でい

うと、例えば小樽では 3 千人単位で来るわけで、大事なのは付加価値を提供する上で、

二次交通をどうするかということが結構大事なところです。小樽ではタクシーが 400～

500台です。非常に難しい問題なのですが、我々タクシー業は、交通圏を設定されてお

り、例えば札幌でいうと札幌圏のタクシーは、札幌市、北広島市、江別市、石狩市の四

市が発着点のどちらかに含まれていないと区域外営業となります。もちろん、地域の会

社が歴史的に成り立っていることもあるので、なかなか無視できない問題なのですが、

クルーズ船 3千人が小樽に来たときに、バスを含めて、どうやって来た人たちの二次交

通を確保するかが大変大きな問題であります。 

一つの例で言うと新千歳空港で冬期間、ニセコに来るお客さんが沢山来ます。二次交

通が大変困っております。タクシーでいうと、新千歳空港に着いたお客さんが倶知安・

ニセコに行くのであれば、千歳のタクシー会社もしくは倶知安・ニセコのタクシー会社

しか乗ることができなくて、そうなると千歳で 300台、倶知安・ニセコ併せて 100台く

らいであり、とてもさばけないところでありました。そこで二年ほど前から北海道運輸

局さんにお願いしながら、冬期間、具体的には 12月から 3月くらいまでの期間を設定

して、札幌圏では個人タクシーも含めて 6千台くらいのタクシーがあるので、北海道運
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輸局さんに区域外営業にならない様な許可をいただいて、それを活用して、新千歳空港

からニセコや多方面に走らせております。クルーズ船の二次交通を考えると、これと同

じようなことを考える必要があるのではないかと感じております。 

業界の中のお互いの事業者のエゴを言っても仕方が無いので、来られたお客さんをど

うやってサービスを提供していくかとの観点から議論するべきでないかと。もちろん業

界内の事業者間の調整は私どもの役割で、北海道運輸局と協調してやらなければならな

いと感じた次第です。 

それから論点整理等につきましては、大変よく整理していただいてありがとうござい

ます。今後の方向性ということですけれども、座長から説明がございましたが、人流と

物流のお互いの役割という垣根を乗り越えてやらなければならないし、私の立場で言う

と人流ということになりますが、さっきのニセコの例になりますが、地域内の交通を確

保することになると、バスの役割とタクシーの役割が分担されてきたのですが、そうい

った垣根を乗り越えていかなければと思います。 

そこにどうしてもコストという問題がでてきますけど、人流と物流まずはコストとい

うことを無視してもいいから、コスト抜きにどうやって物を便利に運べるか、人の輸送

を確保するか、そういう観点で考えながらコストのことも議論していくことになるのか

なと思います。 

また、人の輸送で言うと一番大事なことはなんと言っても安全だと思います。一つの

例を出していいますと、バスもタクシーも規制緩和をされて、バスの事業者は規制緩和

後に 4倍くらいまで増えて、その結果、皆様ご存じのとおり軽井沢のバス事故があって、

数が増え過ぎて安全に輸送しているかに対するチェックが出来ないということになり、

大きく悲惨な事故が起きると、やり過ぎたから少し考えなきゃならないということにな

ってくるのが今までの例です。安全面からいうと、一つの既成事実が出来上がって、何

か起きてから規制するのでは遅い。先ほどご意見もありましたけれども、地方の交通と

いうのはタクシーだけではまかないきれないから、自家用車を使うとこともあるんでし

ょうけど、そういった自家用車を使わざるを得ないこともあるのですけれども、どこが

安全に対する責任を持つのか、安全に対する責任をもって担保するのか、ということを

しっかり議論して、そこを抜きにしてただ利便性だけで話をするのは大きな間違いのも

とになると思います。どうかそこら辺を含めてよろしくお願いしたいと思います。以上

です。 

 

（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） 

資料４について、コメントさせて頂きたいと思います。「道外とつなぐ」「道内をつな
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ぐ」というのは、私ども航空事業者としては非常にスムーズに入ってくる分類であり、

この整理で、これからの交通政策をどうしていくかを考えていくことに賛同いたします。

その上で「道外とつなぐ」とはどういうことなのか？北海道と道外をつなぐというのは、

どこの地点とどこの地点をどれだけつながないといけないと考えるのか？それは時間

価値の観点で、直行でつながないといけないのか、経由でもいいのか、それから価格価

値、どのくらいの値段でつなぐことを考えるのか、といったことに思考が至ります。指

針ですから大枠を示すことになるのだと思いますが、そのベースには、道として道外、

海外を含めて、どこと、どれだけ、どのようにつながないとならないのかということが

考えにあって、それを人口減少が進んでいる中でもどういうふうに進めていくのか、と

いうことの指針になるのではないかと思います。道外とつなぐというときに、当然なが

ら政策的な手を入れずに十分に成り立つ路線もあれば、本来道外とつないでいきたいが、

政策的に手を入れなければ厳しいという路線もあると思いますから、そういう路線につ

いて、どういうふうに手を入れていくのかを考えなければならないと思います。 

また、これまでの議論の場で述べてきたとおりでございますが、道外との経済交流とか

地域間交流の促進であるとか、観光施策との連携であるとか、そういうことについて政

策的に手を入れて、道外とつなぐネットワークを維持していくための指針であるべきだ

ろうと思っております。 

 加えて、航空分野では、現在、道内７空港一括民営化のプロセスにあって、運営委託

をする事業者を決める選定基準が定められ、各候補者が、道外とつなぐ、道内をつなぐ

という観点でいろいろな提案をされ、その中で最もより良い提案を出した SPCが運営会

社として運営を担うということになるので、それとの関係、つながりが深いと思ってお

ります。そういう動きが指針を出す前後で行われているなかで、指針で何を示すのかと

いうのもポイントの一つだと思います。また、７空港以外の空港について、道外とつな

ぐということに関して、どういう政策を北海道として持つのかも重要です。 

 他方、「道内をつなぐ」についても、どの地点とどの地点をどれだけ、どのようにと

いうことであり、これについてもこれまで議論があったとおり、交通モード間の整理、

役割分担、更には連携をしっかりしていかないと、道内をつなぐことが出来ないのでは

ないか。それぞれのモードで、それぞれがんばるということでは、道内をつなぐことが

困難な環境に至っているのではないかと思っています。どのように各交通モードが、道

内のどことどことをつなぐために、どういう役割を果たして、どう連携するのか、より

シームレスな道内をつなぐルートを作るかということが大切になってきます。それがう

まく作れれば、逆に観光的にも周遊ルートがしっかり作れることになり、道外とをつな

ぎやすくなるという相関関係にありますので、今以上に利便性を高めて道内をつなぐ、

そのためにどういった指針を示すのか、政策的に何を行うのかを考えるべきと考えてい

ます。以上です。 
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（岸座長） 

はい、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） 

仲井でございます。実は、先週大変忙しい思いをいたしました。荷主をはじめお客様

には大変ご迷惑をお掛けしたんですが、それは何故かと申しますと、台風１５号です。

北海道にいると台風１５号は、あまりピンと来ないかもわからないですが、先週太平洋

岸のフェリー、ＲＯＲＯ船は、火曜、水曜から週末に掛けて全て欠航しております。小

笠原（諸島）付近で台風１５号が停滞をし、ゆっくり動くことによってより勢力が増す。

そうすることによって、うねりその他、相当海上の状況が厳しくなりまして、船舶の航

行が出来ないという状況になりました。 

前回、船の大型化によって欠航率が下がりますというようなことを申し上げたんです

が、大変申し訳ないですけども、自然現象には勝てないということで、フェリー含めて

欠航いたしました。 

思い起こせば昨年、十勝地区を台風５号以下が８月末から９月にかけて襲来をし、大

変大きな被害をもたらした。この時も、私ども太平洋を運航する船は全便欠航になって

おります。ここ十年ほどなんでしょうけども、元々北海道には台風が来ないということ

であったんですが、海水温の上昇等もありまして、このようにほとんど毎年台風が、そ

れも大きな被害をもたらすというようなことが、もう異常事態ではなくて常態として考

えなくてはいけないかもしれないというような思いを先週強くいたしました。 

船の方の大型化等によりまして、少しでも欠航率を下げるという努力は致しますけれ

ど、それに伴いまして港湾の整備、それから現在まだ日勝峠が開通しておりません。１

０月末までにはとされておりますけども、やはり陸上網、道路が寸断されてしまいます

と物流・人流が成り立たないというようなことがありますので、道路の整備それから保

管倉庫の整備が、やはりこれからの台風等の災害に備えて必要なのではないかなという

ようなことを実感した次第でございます。 

まだまだ、10 月、11 月まで台風が襲来するおそれがありますので、その辺り、これ

から津波ですとか地震とかとは別に、台風が毎年北海道に影響を及ぼすというようなこ

とも考える必要があるのではないかと感じた次第でございます。以上です。 

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございました。野村委員お願いします。 

 

（野村委員） 

野村でございます。よろしくお願いします。 

まず、港湾関係ということで、仲井委員のフェリーの利用ということで言いますと、
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15 年前までは、小樽港の日本海側と苫小牧港と室蘭の太平洋側とに分かれておりまし

た。小樽港は日本海航路で、苫小牧、室蘭は、太平洋航路でしたが、15 年前くらいで

すか、新たに別会社により、苫小牧から日本海航路が開かれ、競争原理が働きましてフ

ェリーが利用しやすくなったという事がありました。また、運送会社にとりまして、労

働時間の短縮ということでいいますと、フェリーの中長距離航路は、北海道に限らず九

州についてもフェリーの利用率が高くなってきているということがあります。フェリー

の乗船時間は休息時間になるので、労働時間から外されます。 

また、災害時においても東日本大震災の時におきましては、太平洋側の仙台・関東航

路は、利用できなかったものの、新潟・敦賀・舞鶴の日本海航路が利用出来たため、仙

台や関東地区に荷を運べました。航路の多角化は災害時に有効的に活用出来るのではな

いかと思います。 

台風の時についても、関東、関西を結ぶ日本海、太平洋側の航路などの、中長距離が

ストップした場合は、青函航路しかありません。その時は、乗船を待つキャンセル待ち

トラックが１００台を超えるということで大変です。そういう点で、陸と繋がっていな

い北海道はどうするのかということです。青函トンネルとは別に道路を通すという構想

はあるようですが、現実問題としては、気象条件により船の欠航で物流が滞るという問

題があります。 

あと、物流分野における論点整理の部分で、うまくまとめられておられると思います

が、若干補足させていただければなと思います。１番目の本道と国内外をつなぐネット

ワークの充実云々につきましては、降雪期に吹雪、北海道は特に災害と言っていいのか

わかりませんけども、異常な吹雪とかで高速道路、高規格道路が停滞してしまって物流

網が寸断され、燃料の輸送もストップして、立ち往生して燃料も届かないという場合も

あります。降雪期に対応したインフラ整備が必要じゃないかなと思っております。 

２番目の本道産業を支える物流の生産性向上云々につきましては、やっぱり降雪期の

インフラ整備と高規格道路の利用促進、利用ができるような形でお願いしたいと思いま

す。先程、国道２７４号の日勝峠も片道で開通するということですけれど、今までは２

７４号を走行できないために代替え措置として高規格道路が無料でしたが、開通しても

片道だと渋滞も予想されますので、是非とも高規格道路を無料で継続して利用させてい

ただきたいというお願いをしておるところでございます。 

あと、企業間連携の促進というところでございますけれども、共同物流網の構築とい

うことで、共同輸送や中継輸送する場合は、駐車スペースが必要です。大企業など道内

に支店や営業所とかあるところは、自社で駐車スペースがあり、共同輸送、中継輸送の

利用が出来ますが、それを持たない中小事業者につきましては、駐車スペースや、４時

間で休憩する駐車場等のインフラ整備等が必要じゃないかなと思っております。 

交通モード間の連携促進につきましては、貨客混載用の車両設備ですが、トラックを

改造して乗客を乗せるための車両整備の支援が必要だと思っております。 
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あと、物流を考慮したまちづくりという部分では、札幌市内を例にとりますと、降雪

機に、宅配業者が手押し車とかリヤカー等で、市内を配送していますが、その場合ロー

ドヒーティングがあるところだとスムーズにいきますけれど、雪のザクザクした中で車

を押すというのは、大変労力を使う作業だと思いますので、ロードヒーティングの整備

が進めばよいと思います。あと地下歩行空間とか地下街に下りる場合は、エレベーター

が無いものですから、かといって全然配達先でないビルのエレベーターを使うというこ

とが出来ないので、それが苦慮しているところでございます。 

あと一般的な話として、2030 年に向けてということであれば、人口の減少時代の人

流、物流ですけれども、港湾とかＪＲとかについて、人口の多い都市、少ない都市があ

りますが、どこまで整備するのかということ。まずは人口の多いところの大消費地と大

生産地と港湾等を結ぶ幹線道路の整備が必要じゃないかなと思っております。 

また、自動運転も実証実験が進んでおり、隊列走行で２台３台トラックが隊列を組ん

で走り、２台目以降は無人で走行するということですから幹線道路の整備が必要と思い

ます。さらに将来の北海道の各市町村の人口増減予測は国勢調査で推測できるのではな

いかと思います。また一方で、各市町村の農水産品や工業製品の生産量というのもわか

ると思います。その生産量や人口によって物流・人流が動くわけですから、多いところ

に向けての幹線道路の整備からしていただければなというふうに思います。 

また、第一次産品だけの輸送ではなくて、資料にも載っておりましたけれど、付加価

値を付けるということで、製品加工が重要になってきますので、本州企業の誘致を積極

的に進めていただければと思います。そういう面では石狩とか苫東には土地はあります

ので、積極的にお願いしたいところでございます。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。まず港湾についてのご説明を頂きましたのでその関係

からです。港湾というのは船、フェリー、ＲＯＲＯ船と、鉄道貨物と競合関係にあると

思われるのですけども、特に繁忙期の時期、大量の農産品を輸送するという観点ではお

互い分担しあって運んでいるという形で、ある意味協力をしているような位置づけにな

るという風に考えております。 

 私どもは特に、札幌を含めて広い北海道の中で内陸部にある都市等、そういうところ

に拠点を持っておりますので、そういうところからかなり近い位置にあるところから内

陸部に持ち込みできる。そういう繋がりもあります。特に先ほど災害の話もありました

けれども、台風なんかでそれがストップすることになりますので、そういう時にはもち

ろんフェリーにお願いする、逆のこともあり得ますので、そういう補完関係にあるとい
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う風に考えてございます。 

 論点整理のところですけども、前回も申し上げましたけれども特に物流効率化の点で

片荷の話、そういうところで何が起こっているというお話をさせて頂きましたが、やっ

ぱり物流効率化は大事だと思っているところでございます。 

 特に繁忙期には、どういう風に平準化していくかということなのですが、倉庫を利用

して、ある程度保管能力を持ちながら平準化を図っていく。そういう観点も必要かなと

いう風に考えます。限られた輸送能力を出来るだけ有効に活用していくということが今

後トレンドになる、労働力不足（解消）のカギとなるという風に考えております。 

 あと、港湾の関係で、いわゆる荷役機械の自動化等の話もありました。私どもコンテ

ナを荷役する機械としてフォークリフトを使っているのですけども、そういうところも

自動化を含めて考えていければなと考えております。 

 以上です。 

 

（岸座長） 

 はい、ありがとうございました。一通り委員の皆様からご意見頂きましたけれども続

きまして参与機関の皆様からご意見あれば伺いたいと思いますがいかがでしょうか。 

 福井さんお願いします。 

 

（福井参与） 

 道商連の福井と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、先に２点お話したいのです。今回の論点整理と方向性について、指針に当初あ

りましたとおり２０３０年というのをもっと強く意識する必要があると考えています。

どちらの資料にも２０３０年とは書いていませんので、そこをもっと強烈に考えていく。 

あと、論点整理も方向性も何のためにこれを整備していくのかというところです。た

だ整備することが目的では無いはずです。それは手段の筈ですので。目的の部分がもっ

とはっきりしている方が今後の議論を進めるにあたっては話しやすいと思います。例え

ば、北海道新幹線の整備促進を図る。これは論点というよりは整備は手段ですので、北

海道新幹線をどのように活用していくか、札幌まで来た方をどう道北・道東に移動して

もらい観光して頂く、あるいはビジネスして頂くかというところが本来の目的でありま

すので、交流人口の拡大というところが本来の論点ではないかと考えています。目的と

手段がもう少し明確に切り分けられた方が今後議論しやすいのではないかと考えてい

ます。 

また、三宅委員の方からお話がありましたけれども、「道外とつなぐ」というのは確

かにポイントとしては整理しやすいのだと思うのですけども、何のためにつなぐのか、

どうやってつなぐのか、そういった部分をきっちり考えておかないと、ただ道外とつな

ぐというのは漠然とし過ぎていると思います。これで議論していくとやはり総花的な議
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論になりかねないと考えておりますので、ここをもう少し意識して今後議論を進めてい

くべきではないかなと考えております。 

最後に、物流の部分、昨日もＪＲ貨物さんからも内部の会議で情報を頂いたのですけ

ども、データがやはりもう少し必要かなと考えております。ＪＲ貨物さんのデータでは、

道外の移出、道内の移入の数値は大体トントンなのですけども、貨物が道内から出てい

く時は各地から出ていきますけども、入ってくるときはほとんどが札幌に入ってくると

いうことで、地方と札幌を考えると大きな片荷の状態になっている。これをどういうふ

うに解決していくかというところがやはりデータで示していかなければならないと思

います。また、最適化といってもトラックの部分は本当に人手不足でＪＲ貨物さんもト

ラックさんも相互補完しているような形でやっと成り立っている状態です。こういった

ところを議論するにあたっては、やはりデータを示しながら議論をしていったほうが良

いかなと思います。データも深く見ると意外ともっと見る部分があると思いますので、

そういったところを次からの議論の中で進めていって頂きたいと思います。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。他いかがでしょうか。無ければもうちょっと時間がありま

すので、今のを受けてもう一回ご発言したい方がいらっしゃいましたらお聞きしたいと

思いますがよろしいですか。 

 では、今日の意見を踏まえて私からまとめさせて頂きたいと思います。 

論点整理のところの資料３－１、３－２のところで人流、物流ということで論点整理

しましたが、多くの皆さんが言っていましたけども総花的だとか、これだと全部やるの

かというご指摘もあったと思います。ただ、航路・航空路線の充実・強化と言っても、

全ての空港とか港湾の航路を今よりも充実ということは、なかなかそれはビジョンとか

指針としては書くのは難しいだろうなと皆さん認識していると思いますので、それをど

うやって形にするのかなと今日の意見を聞いて私も思いました。 

 また、色々な意見、キーワード出てきました。例えば、どこと、どのくらい、どのよ

うに繋ぐかという三宅委員の発言がありましたけれども、これは道外だけじゃなくて道

内の交通についても同じような事がいえるかと思います。それは昨年来ずっと議論して

いる鉄道の話とか、あるいは高規格道路ネットワークとかというようなことです。そし

て、別なところで議論していますけども、空港、道内の航空路線においてもです。道内

においても、どこをどれくらい、どのように繋ぐかという、そのどのようにというのは、

相互補完なのか、役割分担なのかというところも含めて、形にしていかなければいけな

いのだろうなと。そのキーワードとしては、現状の重要性、現状はこうだからというこ

とだけでなく、将来の方向性といったところも踏まえた上での交通のあり方について、

それは最後福井部長が仰いました、その目的は何なのか、ということが重要となります。

そこと上手くつなげながら組み立てなければいけないと思いました。その中では、イン



25 

 

フラのあり方も議論が必要ということだったのですけれども、開発局の総合計画を作っ

た時に、北海道の道路とか港湾が、大体このようなタイムスケジュールで、いつ頃にこ

ういうのが出来上がるというようなものがあったかと思うのです。そういったものが多

分にここに組み込まれて、例えば２０３０年度までにはここまで出来ているだろう。で

はそれを活用したネットワークのあり方、それは米沢委員が仰ったようにオホーツク

（海）と太平洋を結ぶというような考え方も出来ますし、あるいは優先順位を決めると

きにここはもうちょっと早く整備しなければいけないのではないかという視点もある

のかと思います。 

 そんなことも含めながら一回整理した方が良いかなと思いますので、これは事務局と

相談したいと思います。 

 もう一つ、石井先生や何人かの委員からも発言がありましたが、こういう計画を立て

れば、道民とか荷主は何もしなくて良いというか、任せれば良いということではなくて、

どうやって道民とか荷主の協力を得るかというところも指針とかビジョンの中で触れ

ていかなければならない話なのかなと思います。 

また、優先順位をつけましょうとなると地方切り捨てなのかという反論も出てくるの

ですけれども、そういうことではなくて、全ての地域はちゃんと維持するという中でも、

全体が生き残っていくために、ここの部分はまずやっていきましょうと。そこは道民の

皆さんの理解を得られるような書き方を、難しいけれどもやっていかなきゃいけないと

いうことなのかなと思います。 

 このような形で、今日は終わらせて頂きたいと思いますが、次回に向けての宿題は多

いのですけども、皆さんの意見を反映させて進めさせて頂きたいと思います。ありがと

うございました。 

 その他として全体を通して何かご発言はございますでしょうか。無ければ本日はこの

辺で議論を終えたいと思いますので事務局にお返しします。 

 ありがとうございました。 

 

（柏木室長） 

 ありがとうございました。長時間に渡りご議論頂きまして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頂きますのでよろしくお願いいたします。 

 本日はお疲れ様でした。 

 


