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総合交通政策検討会議（第２回） 議事録 

日時：平成 29年 8月 4日（火）10:00～12:00 

場所：かでる２．７ ８階 ８２０研修室 

 

（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２回会合を開催い
たします。本日は、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。本日、議

事に入る前まで進行いたします、北海道総合政策部 交通政策局 物流港湾室長の柏木と
申します。どうぞよろしくお願いいたします。  本日の会議は、２時間程度と予定しておりまして、12 時頃の終了としたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。  それでは、開催に当たりまして、本会議の岸座長から、ご挨拶をお願いします。 

 

（岸座長）  おはようございます。お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございま
した。やることが盛りだくさんで、公共交通とか、あるいは物流とかいうことで、議論す

べきことはたくさんあるのですけれども、このような形で、つい先週、第１回をやりまし

たけれども、今日は第２回ということで、限られた時間ではありますけれども、皆さんで

集中して議論して、より良いものを作っていきたいと思いますので、本日も活発な意見交

換をよろしくお願いいたします。 

 

（柏木室長）  ありがとうございます。本日の出席者は、委員の皆さま、参与機関の皆さま、全員がご
出席の予定となっております。なお、山下委員におかれましては、遅れて出席される予定、

吉見委員におかれましては、業務の都合上、途中退席を予定されているということですの

で、予めお伝えしておきます。  また、参与の北海道商工会議所連合会の福井様においても、後ほど到着される予定です。  続きまして、お手元に配付しております資料を確認させていただきます。会議次第、出
席者名簿、配席図、資料１「総合交通政策検討会議（第１回）主な意見」、それから資料２

といたしまして「本道における物流の現状と課題」、資料３といたしまして論点整理、資料

４は船主協会様の説明資料、資料５につきましては、トラック協会様の説明資料。資料６

はＪＲ貨物様の資料。参考資料１といたしまして、国の総合物流施策大綱の概要、参考資

料２といたしまして、鉄道ネットワーキング・ワーキングチームのフォローアップ会議の

第１回開催結果についてとしております。  それと、追加でトラック協会様の方から、道路を職場とするトラック事業者の使命・抱
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える事業存続の課題とリスクというペーパーを、いまお配りいたしました。資料に不足が

ございましたら、事務局の方までお知らせ下さい。  それでは、これより先は、岸座長により議事進行をしていただきます。よろしくお願い
いたします。 

 

（岸座長）  それでは、議事に入ります。お手元の議事次第にあります通り、今日はその他を入れて
五つありますけれども、まずは一つ目ということで、（1）「第 1回会議における議論」につ

いて、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（河内課長）  交通企画課の河内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  資料１により、７月 24日に開催をいたしました第１回会議における、主な意見について、

ご説明をさせていただきます。  前回の会議では、JR北海道様、北海道バス協会様、北海道ハイヤー協会様の委員の皆さ

まから、現状や取組状況等についてご説明をいただいた後、公共交通を中心とした意見交

換を行ったところでございます。委員の皆さまからいただいたご意見について、資料の通

り、大きく三つの観点で整理をいたしております。  交通ネットワークの連携という観点では、公共交通を便利にするため、交通結節点をシ
ームレス化し、ストレスフリーにすることが極めて重要。前例にとらわれない大胆な発想

で、交通モードの連携が必要。あるいは、交流人口を増やし、路線を維持拡大するため、

道外との経済交流や地域間交流の諸施策が必要。また、観光政策との連携が非常に重要で

ある。さらに、観光客がスムーズに周遊できるようなルートに向けて、交通機関がそれぞ

れの分野で補完しながら、ダイヤの調整やアクセスの利便性を図ってほしいなどといった

ご意見があったところでございます。  また、公共交通全般に関しましては、公共交通サービスの効率化をそれぞれのモードで
目指して、そのことで交流人口の増加が図られないと、サービスが維持できないのではな

いか。地域の価値、魅力を高め、どことどこを繋ぐとプラスになるかという視点が必要。

あるいは、乗る楽しみを喚起させるような公共交通を目指しても良いのではないかなどと

いったご意見があったところでございます。  また、各モード、物流の課題といたしまして、各モードの課題についてのご発言の他、
本日の議論にもなりますが、物流の課題といたしまして、人の流れと同時に貨物の流れは

非常に大事。交流人口が増えることで、さらにモノの流れを増やす。物の流れを安定的に

作ることによって、北海道の発展が進むのではないか。それから、物流でも人手不足や季

節波動、片荷輸送といった悩みがあり、物流の効率化が課題となっているなどといった、

ご発言があったところでございます。 
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 以上、第１回の主な意見について、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。  ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

前回は、このような意見が出たということで、次に進めさせていただきたいと思います。  前回は人流、人の流れ、公共交通ということを議論しましたけれども、先ほども申し上
げましたように、今日は物流、モノの流れについて議論をいただきたいと思います。  それでは、二つ目の議事ですけれども、（2）「物流の現状と課題及び方向性の整理」とい

うことで、事務局からまずはご説明をお願いいたします。 

 

（鈴木参事）  物流港湾室で参事をしております、鈴木と申します。私の方から資料の説明をさせてい
ただきます。  資料２ということで「本道における物流の現状と課題」という資料を付けさせていただ
いております。まずは、「本道物流の概要」の方を説明させていただきまして、その後に、

本道における物流の現状と課題の方を説明させていただきたいと思います。  資料４ページをお開き下さい。国内貨物輸送量の状況でございます。下の左のグラフを
ご覧ください。本道発及び本道着の国内貨物輸送量の推移でございます。８割以上を道内

間の輸送が占めており、輸送量は緩やかに減少傾向にあるというような状況でございます。  次に、右のグラフをご覧ください。品目別の取り扱い貨物量ですが、道内間では宅配便
などを含む特殊品が約４分の１を占めまして、道外との輸送では移出・移入とも化学工業

品が多い状況になっております。  続いて資料５ページで、国内貨物の流動状況でございます。左の図のとおり、道内間で
は札幌地区と室蘭地区の間の流動が中心となっております。この調査におきましては、室

蘭地区とは苫小牧を含んだ胆振・日高地方のことで、札幌地区は石狩と深川方面を除いた

空知及び後志地区という整理の仕方となっております。  また、右の図のとおり、道内と道外間の貨物におきましては、道内発貨物・着貨物とも
に北海道と関東地方間が最も多く、半数程度を占めているという状況です。  次に資料６ページをご覧ください。国際貨物輸送量の状況でございます。左のグラフを
ご覧ください。輸出入では大幅な輸入超過となっております。輸入に関しては、リーマン

ショック、室蘭原油処理停止などの影響によりまして減少が見られるところですが、輸出

については増加の傾向でございます。  右のグラフは品目別貨物量で、輸入に関しては、石炭、原油、鉄鉱石などの原材料が多
く、輸出はセメント、化学製品が多いという状況になっています。  次に資料の７ページでございます。国際貨物の流動状況ということでございまして、下
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の図で、赤い線で輸入の流動を示しておりまして、原材料の生産国である大洋州、西南ア

ジアが中心となっております。輸出の流動は青い線で示しておりまして、東アジアを中心

にアジア諸国で９割以上を占める状況になっております。  次、８ページをご覧ください。流通団地等の立地状況でございます。道内の主な流通団
地は、大都市や中核都市及びその近郊にありまして、高規格道路のインターチェンジ、港

湾等にアクセスしやすい場所に立地をしているところでございます。  次に９ページをご覧ください。輸送モード別輸送量でございます。左の円グラフは、道
内の輸送モード別の貨物輸送量を示しておりまして、約 97％をトラックなど自動車が担っ

ている状況にございます。右の円グラフは、道内－道外間の輸送モード別の貨物輸送量で、

鉄道が約８％、フェリーを含む海上輸送が約 91％を占めているような状況でございます。  次、10 ページをご覧ください。本道の交通基盤の方を図で示しております。物流を支え

る主な交通基盤として、港湾、高規格幹線道路、鉄道、空港などを記載しております。  次、11 ページをご覧ください。海上輸送についての概要を書いてあります。左上のグラ

フのとおり、道内港湾における取り扱い貨物量は、ほぼ横ばいの状態で、内国貿易と外国

貿易の割合としては、内国貿易が全体の８割の状況でございます。また、港湾別の取り扱

い貨物量では、右の表のとおり苫小牧港が全道の約５割を取り扱っている状況となってお

ります。  次、12 ページをご覧ください。トラック輸送についてでございます。左のグラフは、取

扱貨物量の推移でございまして、おおむね横ばいの状況でございます。右のグラフは貨物・

乗用車・運送量の推移ということで、事業者数は微減の状態で、車両数は微増という状況

で推移をしているところです。  次、13 ページをご覧下さい。鉄道輸送に関することでございます。左のグラフは、道内

発の鉄道貨物輸送の推移でございまして、石油輸送などの車扱輸送は減少したものの、コ

ンテナ輸送は増加の傾向にございます。また、右のグラフは、道外への農産品輸送のモー

ド別の割合でございまして、米や野菜類など道外への農産品の輸送では、鉄道輸送は約４

割を占めている状況にあります。  次、14 ページをご覧ください。航空輸送について、概要を書いています。国内線による

輸送は、新千歳空港の利用が約９割。貨物量は、ほぼ横ばいで推移しております。また、

国際航空貨物輸送につきましては、台湾、香港、韓国を中心に、特に魚介類の伸びが見ら

れるといった状況でございます。  次に 15ページからは、本道における物流の現状・課題を「地理的条件」「産業構造」「社

会状況の変化」に分けて、とりまとめをしたものです。  まず、16 ページをご覧ください。地理的条件として、広域分散ということで、本道は広

域分散型の地域構造である。また、道内輸送を自動車に依存しているものの、高規格幹線

道路の開通率が全国平均から大きく遅れている状況でございます。広域化に対応した、多

様な交通ネットワークの形成が重要と考えております。 
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次に 17ページをご覧ください。地理的条件ということで、首都圏から遠隔ということで、

本道は首都圏などの経済拠点や大消費地から遠隔で、輸送コストが高くなりがちという特

徴がございます。また、海に囲まれているため、道外間の輸送は海上輸送と鉄道輸送が主

体となっている状況でございます。  次に 18ページをご覧下さい。積雪寒冷の気象条件ということで、冬期間の通行止めなど

の発生によりまして、物資の輸送に影響が出ており、冬季対策の充実が課題となっている

ところでございます。  次、19 ページをご覧ください。人口集中・過疎化ということでございますが、過疎化が

進みつつある地域では、物流の効率が低下し、配送に支障が生じる可能性が出てくると考

えております。安定的な物流システムの維持が、課題となっております。また、市街地に

おきましては、路上荷さばき等による交通渋滞や安全対策が課題となっていると思います。  次、20 ページですが、製造業の比率という、今度は産業構造についてまとめているとこ

ろですが、左のグラフは、総生産の経済活動別構成比でございまして、北海道は全国平均

と比べて製造業の比率が低いことなどから、右のグラフにありますとおり、本道の貨物量

は入超の傾向でございます。安定した貨物量の確保や、ものづくり産業の集積が必要であ

ると認識をしています。  次に 21ページ、産業構造②ということで、食糧供給地域（季節波動）と書いてございま

すが、左のグラフは、主な農産物の道外移出の割合を示しております。本道の主力産品で

ある農水産物につきましては、収穫期などに貨物の取り扱いが集中いたしまして、繁忙期

と閑散期の季節波動が大きく、右のグラフのとおり、これはトラックの月別貨物輸送量で

すが、９月から 11月にピークを迎えるということになっており、平準化が課題となってお

ります。  次、22 ページをご覧ください。産業構造③ということで、食糧供給地域（片荷輸送）と

いうことでございまして、左のグラフが鉄道貨物における道内－道外間の月別輸送量を示

しておりまして、一次産品比率が高いため、対本州発着貨物の輸送量には、季節によって

差が出ておりまして、片荷輸送になりがちとなっております。また、鉄道貨物の道内輸送

につきましては、右のグラフのとおり、道央では着貨物が多く発貨物が少ない。また、一

方地方部におきましては、発貨物が多く着貨物が少ない状態となっております。加工型第

二次産業の育成ですとか、製造業の誘致が必要ではないかと思っております。  また、23 ページ、今度は人口減少・高齢化ということでございまして、トラック運転手

の高齢化や労働力不足が進んでおりまして、今後、物流の効率化・省力化が課題となって

おります。  次、24 ページに行きまして、消費者ニーズの多様化ということで、電子取引市場の拡大

に伴いまして、宅配便が年々増加している状況にございます。また、その一方で、宅配の

約２割が再配達という状況でございます。輸送の多頻度化などを背景に、トラック積載率

が低下し非効率な状況となっております。物流の高度化・効率化が課題となっております。 
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 次、25 ページの方を、ご覧ください。グローバル化の進展ということで、道産食品など

国際貨物の需要は、年々増加の傾向でございます。近年、新たな航路として注目され始め

た北極海航路につきましては、本道に地理的優位性があり、様々な可能性を秘めているこ

とから、利活用に向けた取組が課題となっております。  次、26ページをご覧ください。技術革新の進展ということで、物流分野においても IoT、

BD、AIなどの新技術の登場によりまして、下の図にあるような取組が進められており、大

幅な生産性向上が期待されるところでございます。新技術の実現化に向けた環境整備など

が課題となっております。  続きまして 27ページですが、経営環境・労働環境の変化というところで、下のグラフの

とおり、全産業に比べ、トラック運転手の年間所得額は低く、また、労働時間は長いため、

取引環境の改善が課題となっております。また、右にありますように、トラックの待ち時

間改善など、生産性の向上が課題となっております。  28 ページに行きまして、船舶の大型化ということで、世界的にコンテナ船やばら積み貨

物船の大型化が進展しておりまして、大型化への対応が課題となっております。  次、29 ページに行きまして、環境リスクへの懸念ということで、下の左の円グラフのと

おり、運輸部門は日本全体のCO2排出量の17.2％、２割弱を占めている状況でございます。

自動車の依存が高い本道では、右のグラフのとおり運輸部門の CO2排出割合が全国に比べ

て高い状況になっております。  次に 30 ページで、大規模自然災害リスクということで、広大な面積を有する本道には、

様々な大規模自然災害リスクが存在いたしまして、災害時における代替手段の確保などが

課題となっているところでございます。  以上、資料２なのですが、資料３の方をご覧いただきたいのですけれど、Ａ４・１枚も
のですが、「本道における物流分野の課題と方向性の整理」というもので、いま説明いたし

ました資料２に記載した主な課題を、左半分でまとめておりまして、検討の視点として、

本道と国内外をつなぐネットワークの充実・強化といった広域的な視点、また、本道産業

を支える物流の生産性向上といった道内間の視点、人・地域を支える持続可能な物流体制

の構築といった地方の視点ととらえ、イメージを記載させていただいております。  また、別の参考で、参考資料１といましまして、Ａ４・１枚横のものですが、先月末に
閣議決定されました、国の「総合物流施策大綱」の概要を添付しておりますので、後ほど

ご覧いただきたいと思っております。  また、昨日、開催されました第２回航空ネットワーク検討会議における、物流関係の主
な意見を紹介させていただきたいと思います。  主な意見としては、現状としては新千歳空港以外のローカル空港での利用頻度が極めて
低いということ、また、航空貨物はＢ767以上の機材でないとコンテナが使用できないので、

品質上、サービスの提供が厳しく、新千歳空港中心にならざるを得ないということや、道

産食品の輸送は、海外からの高い評価や、道のプロモーションなどの実施もあり、今後も
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増加していくだろうと。  また、新千歳のＳＩＡＣＴの施設ですが、いま改善されたのですけれども、さらに拡充
が必要である。  また、貨物の道内ネットワークは、新千歳空港の発着便の機材を大型化しないと、貨物
としてはハブ・アンド・スポークにはならないので、地方航空の機材を多くして欲しいと

いう要望があるといった意見がございます。  資料の説明につきましては、以上でございます。 

 

（岸座長）  ありがとうございました。いまの説明に対して、ご質問だけお受けしたいと思いますが。
ご意見は、後でまたご指名いたしますので、そのときにご発言いただければと思いますけ

れども、ご質問ございましたら、いかがでしょうか。  よろしければ、進めさせていただきたいと思います。  次は議事（3）「運輸交通事業者委員からの説明」ということで、本日は、北海道船主協

会連合会、北海道トラック協会、そしてＪＲ貨物にご説明いただければと思います。  まずは海上輸送の状況等ということで、北海道船主協会連合会の仲井委員、お願いいた
します。 

 

（仲井委員）  北海道船主協会連合会の仲井でございます。ちょっと見づらい資料かも分かりませんが、
１ページ目から「本道の海運事業を取り巻く環境（RORO 船、フェリー）」につきまして、

説明をさせていただきます。 

左の表でございますが、これは北海道と本州を結ぶ航路でございます。青函連絡船もござ

いますし、その他の RORO船も入っております。その中で特筆すべきは、右端の備考欄で

ございますが、細かい字でいっぱい書いてあるのですが、この書いてあるところがすべて

船のリプレース、要は新造船、船の入れ替えが行われた航路、または規模（積載能力）と

なっております。 

この全体を説明させていただきますと、一番右の欄になるのですが、北海道発の RORO船・

フェリーの運航状況（２０１７年６月現在）でございますが、週約２４６便ございます。

１日平均では約３５便となっております。トラック（トレーラー）換算では、週約２０，

８２４台、１日換算では約２，９７４台分の積載能力を持った航路網となっております。

そのような中で、２０１５年から２０１８年にかけまして、RORO 船・フェリーのリプレ

ースによる大型船化が進んでおります。いわゆる船枠、積載能力が増えております。その

数量につきましては、トラック（トレーラー）換算で、週約１，７００台分、１日換算で

約２４２台、前年の２０１４年比では８．３％の船枠、いわゆる積載可能な枠が増えてい

るという現状でございます。船が大きくなるということは、欠航率が下がります。それだ
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け安定した輸送が行えるということが言えると思います。  現在、トラックドライバーさんの高齢化であるとか、拘束時間の問題であるとか、人員
不足の問題であるとか、これらから長距離の有人車の輸送に関しまして、最近はフェリー・

RORO 船を使った有人車輸送が増えていっているのが現状でございます。何とか物流網の

継続・拡大に向けまして、一助となっているのではないかと思っている次第でございます。  また JR貨物さんとの連携によりまして、何とか海上輸送をご利用いただければと考えて

おります。  次に２ページ目でございますが、「課題及びその顔決に向けた取組」ということで、まず、
船会社全体の問題として、いま大きく我々海運業界の検討課題となっておりますのが、(１)

の SOｘ規制対応問題でございます。読みあげさせていただきますと、国際海事機関（IMO）

が「海洋汚染防止条約」の発効により、船舶からの硫黄酸化物（SOｘ）排出削減を検討い

たしました。その結果、２０２０年１月より、船舶燃料油の硫黄分濃度を３．５％→０．

５％以下へ規制値を引き下げることが決定されました。現在内航船の使用燃料油の殆どを

占める C 重油の硫黄分濃度は３．５％で、この規制に適合しないため、規制に適合した燃

料油（適合 C重油、A重油、軽油等）（「等」には LNGが含まれます）の使用や、硫黄分濃

度を軽減する装置（スクラバー）の設置等を現在研究・検討中でございます。 

しかしながら、どの方法でもコストアップにつながる可能性が高く、これから船会社と燃

料油メーカーさんとで、合同して検討を行っていきたいと考えておりまして、この問題が

我々海運業界にとっては一番喫緊の課題であろうと考えております。  その他、苫小牧港フェリー港区へのうねり侵入等につきましては、ローカル的な課題で
ございますので、割愛させていただきまして、SOｘ規制問題が、一番の我々海運業界にと

って重要な問題となっていることを、説明させていただきます。  次に３ページ目でございますが、「企業間の連携や交通事業者、市町村等との協力・連携
事例」ということで、私どもはフェリー業界でもございますので、フェリーとバス会社様

との連携によりまして、港から港だけではなく、観光地及び大都市間を結んだ連携で、集

客等に、または観光産業の発展等に繋げていきたいということで、それぞれ連携をしてお

ります。  また(２)では、十勝観光連盟さんとタイアップをさせていただいて、フェリーの船内で観

光情報センターを臨時に開設して、十勝の旅の相談コーナー、特産品等の PＲをさせていた

だくことも行っております。  また NEXCO 東日本北海道支社さんと連携して、フェリーと高速自動車道との連携で、

これも観光発展に少しでも寄与していきたいということで事業を行っております。  以上、簡単ではございますが、海上輸送に関する説明をさせていただきました。 

ありがとうございました。 

 

（岸座長） 
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 ありがとうございました。  続いて、北海道トラック協会の野村委員、お願いいたします。 

 

（野村委員）  野村でございます。よろしくお願いします。  追加でお配りした資料を中心に、説明させていただきます。  「道路を職場とするトラック運送事業者の使命と、抱える事業存続の課題とリスク」と
題しまして、道路を職場とする運輸事業ですが、陸か海の違いがあっても、運行して売り

上げを上げている事業者です。使命は、預かった荷物を安全・確実にお客様のところへ届

け、日本経済と国民の生活を守ることです。課題といたしましては、まず第一に、その職

場である道路です。一般道路、高速道路、高規格道路とありますが、この環境整備、職場

の整備が必要だと考えております。  また同時に、ドライバーの働く職場の改善が必要です。そのためには運賃問題です。航
空、船舶、鉄道、バス、タクシーと比較しまして、トラック運賃は届け出制であり、多く

の中小運送会社は運賃の基準が無く、自由運賃であります。運送事業者が多いため、運賃

は上がりにくい状況であります。運賃を上げないと、ドライバーの待遇改善になりません

し、2040年頃にはこのままでいけば、ドライバーがいなくなる・・実際に働く人がいなく

なるという状況が迫ってきていると思います。  運送会社のリスクとしては、重大事故の発生により、事業存続が難しくなります。また、
原油価格の高騰により、赤字になったり、黒字になったり。現在は、原油価格が安定して

いますので、経営がしやすくなっては来ておりますけれども、これが 130 円、140 円にな

ったら、もう赤字になりまして、倒産する会社も出てくるようになります。  一方、規制と緩和ということで言いますと、物流２法の改正がありました。これは、法
律を守らない運送業者は淘汰するという目的と、新規参入を容易にし、よりよい競争のあ

る、正しい方向に運送業界を持っていくと主旨でしたが、規制面では、関越自動車道のバ

ス事故により、指導が厳しくなり、労働基準法や、道路貨物運送事業法を遵守するように

なってきておりますが、北海道の場合、繁忙期には、人手不足により法令通りに走行すれ

ば物流は滞って回らないような状況になってきているのが実情ではないかと思っておりま

す。  また、緩和の部分では、緩和により事業者数が全国で４万社から６万社に増加しました
が、運送業界は下請け構造でかつ多重構造となっており、４次、５次下請けもあり、安い

運賃で運行する会社があります。安い運賃で走行する会社の多くは、労働時間など法律で

守るべきところをないがしろにしていると思います。そういう意味で、淘汰はまだまださ

れていないと思います。運送会社は淘汰と統合が必要だと思います。中小運送会社は統合

などして、効率化を図り、荷主と対等に運賃交渉ができるような事業者になっていけば良

いと思っております。 
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 また、人手不足関係では、昔は長時間労働により運転手は稼げました。いまは時間通り
に走ると稼げなくなって、魅力ある業界では無くなってきています。今後は魅力ある業界

にしないと、ドライバーがいなくなるような状況になってくるのではないかと思っており

ます。 

人手不足の解決方法として、トラックの大型化による大量輸送が望ましいと思いますが、

人口減少により運ぶ荷物が減り、逆に、スマホの普及により通信販売が増加することによ

り、大量輸送が減り、小口貨物が急増しています。従って益々ドライバー不足になります。

ドライバーは、条件のよい会社に転職したり、また、引き抜きも多くなって、中小零細は

ますます人手不足になっています。地方も人口減少によりドライバー不足は顕著になって

きているところです。  将来の理想像としては、トラックの位置情報や行先、積載可能な人・モノなどの情報を
パソコン・スマホ等で共有し、バス、タクシー、トラック会社で相互に情報を共有し、か

つ、安全性の高い会社には規制の垣根を低くして、許認可を取りやすくして、相互に人・

物流を補完するようになれば良いのではないかと思います。現在、インターネットを利用

したトラックの求貨・求車システムはありますが、北海道内においては、忙しい時は皆同

じなので、なかなか加入率は低いです。以上が概略説明です。 

次のページは、先ほど、『本道のトラック事業を取り巻く現状』についてですが、大方の説

明をされたので、もう説明する必要は無いかなと思いますけれども、北海道は広くて、札

幌に集中しているため、地方間の距離があります。冬は吹雪により道路が通行できなくな

り、時間と経費がかかってしまいます。また、長距離のため、運転者が休憩する場所が少

ないために、法律通り、４時間走って 30分休憩という規則はありますが、駐車場が無くて、

困っております。 

「季節波動と片荷輸送」については、先ほど説明した通りだと思います。 

「人材確保、労働時間管理」では、「改善基準告示」を遵守しないところには行政処分が強

化されて、長距離輸送ができなくなっております。二人で運行すれば良いのですが、助手

をつけると費用かさみ、採用もできないということで、なかなか実現できません。 また、
高速料金や積み荷、積み下ろしの附帯料金は、収受されていないのがほとんどです。これ

の対処として国交省では、附帯料金や運賃を明確にするよう、運送約款の改定を予定して

附帯料金の収受に努めるようご支援頂いていますが、簡単に「うん」と言ってくれません

が運賃交渉を地道にしていかなくてはなりません。人材確保や定着率向上のため、人件費

が上昇傾向となっております。人材確保のために各企業は人件費をアップしてつなぎ止め、

待遇改善を行い、採用しているという状況です。また、高齢化により運転者数が減少して

おり、運転者の確保、定着に苦労しております。運転者の平均年齢が 40後半だと聞いてお

ります。20 年後になったら、その人たちがいなくなって、新しい人は採用してもなかなか

来ないという状況です。 

２ページにまいりますと、先ほども説明がありましたけれども、「北海道の高速道路の整備
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状況等」ですが、この普及率が低く、また、片道一車線の割合多く、黄色い部分で 68％で

すけれども、高速道料金は本州並みのキロ幾らということで計算されておりますので、割

高な運賃ではないかと思います。業界では高速道料金の割引をお願いしています。また、

冬の規制で通行止めになる回数も多く輸送の障害となっています。 高速料金も荷主にお
願して、「拘束時間、運転時間を短縮するために負担してください」と言っても、なかなか

「うん」と言ってもらえない状況です。国の政策として「働き方改革」を推進しています

が、荷主団体に対しても理解をして頂く対策をやっていただき、それが運賃料金の収受に

つながり、やがては運転手の改善につながるのではないかと思っております。  ３ページは、「道内貨物物流量の状況」です。物量は減っております。 ４ページは「運
送事業者数の状況」です。22年度に比べて、27年度は 3,491社で 88社減っておりますが、

車両数は 900台ぐらい増えております。これはフェリー、RORO船に乗せるトレーラーが

増加しているのではないかと思っております。従業員の高齢化比率が全産業に比べ少ない

ですが、29歳以下の割合が、全産業に比べて 6%も低く若い人が少ないという状況です。  ５ページは、原油に連動して運送会社の収支はどうか、赤字と黒字会社の割合はどうか
ということです。平成 22年度から 27年度分です。平成 22年度は、リーマンショックの後

で原油が下がった状況ですが、10台以下の赤字会社は 65％、50台以下の赤字は 57％で、

10 台以下の経営は苦しいということです。運送会社の経営は大いに原油価格に左右されま

す。燃料価格が上がれば、「燃料サーチャージ制度」ということで荷主に転嫁できる制度が

ありますが、転嫁が難しく、燃料サーチャージはもらえていないという状況ではないかと

思います。一方、フェリーの燃料価格調整金は、一方的に上がってきております。  ６ページは、「事業用貨物自動車が第一当事者となる交通事故死者数推移」です。平成元
年は、トラックが第一当事者となる交通死亡事故は 54 件ありましたが、平成 19 年度以降

は 10 件台になってきています。これは、トラックもドライブレコーダー(カメラ)やデジタ

ルタコグラフなどの機器をつけることによって安全運行管理をしているため、少なくなっ

てきているのではないかと思います。ただ、北海道の場合は、鹿による衝突事故というの

が多数発生しております。このような避けづらい事故も、運送会社で負担している状況で

す。  ７ページの『課題及びその解決に向けた取組』といたしましては、「雇用確保に向けた取
組」といたしまして、高等学校や任期満了の自衛隊員を対象に、職業説明会への参加を呼

び掛けて採用しています。インターンシップ制度の推進もしておりますし、運転免許（大

型、中型、準中型、けん引）取得への助成金制度もあります。  また、女性経営者の設立や、女性ドライバーを「トラガール」と称して PRして、女性ド

ライバーの採用拡大に努めています。  10 月９日はトラックの日です。10 月９日前の日曜日に各地区でトラックデーを開催し、

子どもたち向けのイベントを開催しています。札幌では「絵本の読み聞かせ」をやってお

ります。トラックドライバーのランディというキャラクターが主人公で、トラックドライ
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バーの仕事やその他色々なストーリーのオリジナル絵本を作成しています。読み聞かせに

来た子供たちが、将来、トラック業界に関わっていただければということで、実施してお

ります。 

「輸送の効率化、生産性向上プラン」といたしましては、北海道トラック協会、労働局、

運輸局が事務局となり、「取引環境、労働時間の改善地方協議会」を平成 27 年度から開催

しております。パイロット事業により、労働時間の短縮に向けた取り組みを実施しており

ます。昨年度は水産業で魚の輸送について、コンサルタントにアドバイスをいただきなが

ら時間短縮に取り組んでいます。今年度については、農産品輸送のパイロット事業を検討

しているところでございます。   ８ページの「広報活動」につきましては、安全性優良事業所（G マーク）の取得を推

進および PRをしております。 また、安心して引越しを任せられる運送会社という「引越
しの安心マーク」の認証制度があります。 

今までトラック業界は３K 業者でありましたが、協会としては新３K といたしまして、今

までと違う、「活力ある。希望がある。社会に貢献する。」新３K のポスターを作って広報

活動をしております。   ９ページでございます。『企業間連携』ということで、「運送事業者間による中継輸送
の推進』をしております。例えば札幌と稚内間の輸送でしたら、それを中間地点でトレー

ラーの後ろの荷台部分を切り離し交換して、また札幌なり稚内に戻ります。これがパター

ン１で、パターン２は貨物の積替え方式で、荷物だけを積み替えます。パターン C はドラ

イバーだけが乗り換えします。しかしながら、北海道は片荷輸送が多いため、片方は荷物

があるけれども、もう一方は荷物が無くて、運賃が上がらなければ実施は難しい状況です。  10ページにまいります。『自動車運送業の生産性向上プラン』ということで、前回もあり

ましたけれども、バスが荷物を運んだり、タクシーが荷物を運んだり、逆にトラックが人

を運ぶことによって、過疎地の人・モノの移送を図るという取組が計画されているところ

でございます。 

 

（岸座長）  ありがとうございました。  では、JR貨物の髙橋委員、お願いします。 

 

（髙橋委員）  JR貨物の髙橋でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、資料６によりまして、鉄道貨物輸送の現状、あるいは課題等につきまして、
ご説明させていただきたいと思います。  まず、２ページをお開きいただければと思いますが、現状の方です。ご承知の通りかも
しれませんけれども、北海道から農産品でありますとか、乳製品、紙製品、こういった多
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岐にわたる物資を、全国の消費地に発送しているということで、具体的には枠の中にあり

ます、たまねぎ、馬鈴薯等々の野菜とか、あるいは自動車部品等も含めまして、北海道地

区から、ほぼ関東・関西がかなり大きいですけれども、そういうところに送り込んでいる。

一方で、到着もですけれども、全国各地から宅配貨物、あるいは食料、工業品、書籍、そ

ういった生活の必需品について北海道に輸送している、こういうものでございます。  右側のたまねぎと馬鈴薯の例を挙げていますけれども、道庁さんの資料に相当詳しく載
っていますので、それがもっと詳しいのですけれども、一定の量を運ばせていただいてい

る、こんな状況でございます。  次のページ、３ページでございます。鉄路のネットワークにつきましてですが、基本的
に JR北海道さんの線を使わせていただいて、その上を走らせていただいている。こういう

輸送体系になっています。一部、函館地区で、いさりび鉄道さんの線を使わせていただい

ています。そんな感じでやっていますが、ここの黒い実線のところは私どもが使わせてい

ただいている線になります。点線の部分は、線がありましても私どもは使用していない、

こんな形になっております。  本数が書いていますけれども、特に本州から札幌に抜けている、道南の部分も含めて 51

本、54 本と書いていますが、ここが一番太いパイプのところでございまして、ここが本州

と北海道をつなぐ大動脈という形になっています。あとのところは、旭川に向けての 18本

とか、帯広に向けての 10本等々、それなりの数はありますけれども、基本的にはフィーダ

ー区間ということで、若干、動脈区間からは外れてくるという形の輸送になっております。  次のページでございます。４ページ、「課題とその解決に向けた取組」ということで、一
つ目は季節による荷物の波動ということでございます。これも道庁さんの資料にありまし

た。左側が北海道から本州に向けての上りの輸送、右側の方が本州から北海道に向ける、

いわゆる下りの輸送でございます。下りの方は、１月、２月、若干凹みがありますけれど

も、だいたい一定をしているという状況です。一方で、上りの方は、かなり差が出てくる

ということで、春先の少ない時期から秋口のピークの時期、相当な隔たりがあるというこ

とでございます。  実は、上りと下りの上の表を見ていただきますと、３ヵ年ほど書いていますが、だいた
い輸送量は一致してくるのですが、季節毎を見ていくと、こういうふうに違いが出てくる

ということで、秋口の輸送に向けて、どういうことをしているかと言いますと、黄色い枠

のところですけれども、秋の前に、空のコンテナを道内の貨物駅にため込むということし

ておりまして、そこで対応していく。こんな形でやっています。それから、ピーク時には

臨時列車を運転するということで、結局、空コンテナをターミナルにため込んでしまいま

すので、その辺、コンテナが遊んでしまうという悩みがございます。  ５ページにまいります。こちらの方は、片荷輸送の件でございます。北海道と本州の間
の輸送におきましては、先ほどの波動の関係もありますけれども、北海道からの発送は、

道内各地から出ていっています。野菜等ですね、農産物が中心になりますので、いろいろ
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なところから出てくる。一方では、北海道への到着は、ほぼ札幌が中心となっているとい

うことで、この間、札幌から各地への輸送というのが片荷輸送になります。簡単に言いま

すと、各地から札幌に向けては積み荷がありますけれども、札幌から各地に向けては空に

なってくるという形で片荷輸送が発生するということでございますので、そこをどうする

かというのが非常に課題になってはいるのですが、例えば下の図で言いますと、札幌には

いろいろな箇所の物流センターがありまして、各地に運んでいる。こういう実態がありま

すので、そういうところを私どもにお任せいただければ、たぶんコンテナを埋めていくと

いうことができるという、そういう取組をしているところでございます。  次のページにまいります。６ページですが、もう一つの私どもの大きな課題ということ
で、災害の関係があります。昨年の台風の関係もございまして、各地で線路が寸断したと

いうことがありました。復旧に関しては、これも大変 JR北海道さんにお世話になっている

のですけれども、そういうことでは、かつての有珠山の爆発等も含めまして近年、多くな

ってきているという状況があります。それに対して、どのような対策をしているかという

ことが次の７ページでございます。  かなり長期間にわたって不通になるということが発生いたしますので、トラック事業さ
んと連携しまして、トラック代行を各地で行うとか、あるいは船舶代行ということで船の

方にお世話になりまして、釧路と本州の各地を結んで輸送を行うとか、そういう代替輸送

量をできるだけ確保して、お客さんの迷惑にならないように対応するということをやって

おります。この辺の経費もばかになりませんで、10 億円ぐらい昨年も発生しましたけれど

も、そういうことが課題になっているということでございます。  ８ページになります。「企業間の連携事例」ということで、一つ、ご紹介をさせていただ
くということでございまして、これは今年の９月から開始予定の事例でございますが、ビ

ールの各社さんですね、アサヒさんとか、キリンさんとか、サッポロさん、サントリーさ

ん、こういうところが手を握って、共同で輸送しようという動きがありまして、トラック

も使うのですけれども、鉄道も使いながら、札幌から釧路行きへの輸送をしようというこ

とで、いろいろな企業さんとタイアップをしながらやっていこうと。こういうことをする

と、札幌から各地へ向けての片荷輸送の解消の一助にもにもなるということでございます。  ９ページに行きます。もう一つ、企業間、あるいは市町村さんとの連携の事例というこ
とで、廃棄物のリサイクル輸送を行っております。ここの事例は、札幌から函館に向けて、

焼却灰、あるいは下水道の汚泥等を鉄道コンテナで輸送しているという事例でございます。

輸送した先でセメントの材料としてリサイクルを利用されている。これは斜里の方で廃棄

物を鉄道コンテナに輸送して室蘭に持っていく。ここでは製鉄所ですね、工業素材という

スラグの処理のような材料で使っているという話で、CO2 の削減という観点も含めて、協

力をしていこうという事例がございます。  あと、10 ページです。これは「企業間、市町村等との連携事例」といことで、北見の輸

送、たまねぎの輸送です。実は、ここの輸送というのは非常に赤字ということで、平成 24
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年に廃止を予定していたのですが、地元から相当、輸送の継続を要望されまして、協議を

行った結果、下にありますけれども運賃改定、あるいは帰り荷の確保ということも含めて

黒字化に持って行って、輸送を継続しているということです。一つ、コンテナの制作を地

元の方で負担していただいて 68基作ること、そういうことも含めて輸送を継続していると

いう事例でございます。いま、この輸送というのは８月から４月の間の臨時列車というこ

とで、１日１往復の中身で実施をしているということでございます。  最後、11ページと 12ページ、これは道外の本州の事例なので、若干、恐縮でございます

けれども、企業と連携しまして専用列車、貸切の列車というイメージです。福山通運さん

と、貸切の列車を作った事例というのが 11ページ、往復で１日３本走行しております。  12ページは、トヨタさんと連携をしまして、TOYOTA LONG PASS EXPRESSという

ものを作りまして、これも本州でこういうのを、やっているということでございます。  資料につきましては、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、議事の４番目の意見交換に移りたいと思います。  事務局からは、物流の北海道全体の現状と課題、そして方向性ということで資料３を提
示いただいております。あとは運輸交通事業者の皆さんから、それぞれの現状・課題、あ

とは今後の展望と取組についてのご紹介をいただきました。これらのご説明を踏まえて意

見交換を行いたいと思いますけれども、特にこの会議としては、物流の方向性ということ

を今年度まとめていくことになりますので、いまの現状と課題とかを踏まえながら、特に

この資料３について、本道における物流分野の課題と方向性の整理ということころで、ご

意見をいただければ今度のとりまとめにまた反映させていきたいと思います。  それでは、時間があと 1 時間ということで、だいたい一人４分から５分でお願いしたい

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）  毎回、最初の発言をさせていただいておりますが、物流の問題、多岐にわたってご議論
いただいて、やはり北海道の経済というものを考えると非常に物流の重要性ということと、

コストの要因としての物流の問題ということは、かなり大きいのではないかと思っており

ます。裏返しで言うと、やはり効率化への取組ということが、いろいろな意味で重要にな

るのではないかと思っております。その意味で言うと、JR貨物さん等からご説明がありま

したけれども、農産品主体の貨物ということでの季節繁閑と片荷というところ、ある意味

では非常に問題ではないかと思っています。もともと農産品の利用状況等を個別に少し伺

ったりすると、料金が安いということが JR貨物さんを使っておられる大きな要素になって

いるというふうに私自身は理解しておりますけれども、そこの状況というのは、コスト構

造をよくよく考えると、ほかの運び方をすると、船便の運賃が掛かっている分が、青函ト
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ンネルのコストというのがほとんど乗っかっていない部分があって、安くなっているとい

うことと、ある種、片荷の部分のコスト転換が、変な言い方だけれど、たぶん十分出来て

こなかったという、そういう問題があると思います。  個別の産品を幾つか話を聞くと、それなりにある種平準化の努力をされておられるよう
なのですけれども、やはり全体として弱いというようなところが、ある意味では安いコス

トにある種こう農業サイドが甘やかされて、本格的な平準化に向けた取組をこれまでやっ

て来なかったのではないかという、ちょっと嫌な見方をあえてすると、そういう論点があ

るのではないかと思います。逆に農業の６次化というのを本格的にやらなくてはならない

と言っているのですけれども、現状で言うと、非常にシーズンにどっと出して、かなり安

い市況で農産品を売っているという現実があるので、むしろそういう一次産業の高度化と

いうことも含めて、極端に言うと料金の適正化、北見などでやってこられた話も、ご説明

もございましたけれど、むしろもっともっとやっていただいた方が、ある意味では大きく

変化する可能性があるのではないかと、ちょっと感じた次第です。非常に変な言い方で、

むしろ安く提供していただいていることが、一次産業の支えになっているという見方も当

然あるのは承知しておりますけれど、全く逆の見方をする必要があるのかなということと

共に問題提起しておきたいと思います。  それと、道内配送について非常に端的に言うと、だいたいの荷物が苫小牧に上がったも
のが石狩に来て、石狩から全道配送するようなケースが圧倒的に多いようですので、ルー

ト上、かなりロスがあるということと、個々にやっていることでのロスがあるということ

なので、この辺も、それこそさっき JR 貨物さんからもあった、JR 貨物を道内便だとどう

使うかということも含めて、かなり効率化の余地が数字的にはあるので、そこら辺はもっ

と徹底した取組ということを考える必要があるかなと思っております。  それと、全体の物流と、前回もちょっと申し上げましたけれど、旅客との問題で青函共
用走行問題ということが、どうしても大きな課題としてございますので、いずれにしても

新幹線の高速化ということを2030年迄にはきちんと実現していかなくてはいけないという

ことを前提に、どう貨物便の運用を図っていくかということで、フェリーなどでの余裕と

いうご説明もございましたけれども、もう少しフェリー等の活用ということも含めて、少

し早急に新幹線の高速化を図るような対策というようなことも、いろいろな形で考えてい

かなくてはいけないのではないかと思っております。  とりあえず、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。吉見委員、お願いいたします。 

 

（吉見委員）  物流に関しては、私もなかなか知らないことも多くて、勉強しなければいけないなと思
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っているわけですが、今日いただいた様々なデータでありますとか、そういうことも拝見

して、我々がなんとなく思っている物流に関する常識というのでしょうか、こういったこ

との再確認をきちんとしていかなければいけないのかなと改めて思いました。  例えば、JR貨物の、鉄道輸送による貨物輸送が、本道にとって極めて重要であるという

ことは、これはある意味では我々の常識になっているわけでありまして、実際それもデー

タなどで出ているわけですけれども、では、物流の半分を占めているのかというと決して

そういうことはないわけです。それは一部であり、しかも意外と割合的にもトラック輸送

が多く、あるいは道外を考えますと、道路で繋ぐわけではないので、トレーラーなりなん

なり、あるいは車そのものをフェリーに載せて輸送せざるを得なくなるということです。

ですから、鉄道輸送が、例えば８割を占めているとか、そういうような状況では本道の場

合ではないということですね。むしろ逆の割合になっている。  では、将来的に JRによる輸送を増やせるのかというと、これはもう難しいわけです。も

ちろん青函トンネルの問題もありますけれども、何しろ道内の線路が単線で、行き違いの

設備でもって行き違いしなければならない。例えば、いま繋げている両数をもっと増やし

たいと言っても、そうだとすると行き違い設備の線路の長さをもっと確保しておかないと、

これ以上繋げないわけです。では、そういう抜本的なインフラの改造までして、つまり投

資をして、それで輸送量を上げるのかというとですね、これはかなり覚悟をしたインフラ

投資をしなければならないということが、目に見えるわけです。それが、やはり難しいで

しょうということになれば、それは JRの輸送量が、このあと画期的に伸びていくといこと

は難しいということが見えて参ります。そういう中で、特に道内で、どういうふうに鉄道

や、あるいはトラックによる物の流れがあるのかということは、私たちとしては現状把握

をきちんとしておかなければならないと思います。  石井会長からは、その効率性というものも検証すべきだという話もあったのかなと思い
ますけれども、例えば、JRの場合も、岩見沢から室蘭本線を経由して沼ノ端・苫小牧に至

る路線は、先ほど資料にもございましたが、実はそこは道東方面から本州方面に行くショ

ートカットのルートなのだけれども、実際は、あまり使われていないですね。しかも、確

か私の記憶では上りのみの輸送であって、下り、すなわち北海道に来る場合は、そこを使

わずに全ての列車が、いったん札幌ターミナルに入った上で道東へ輸送されているという

ような流れになっている。  あるいは、フェリーの発着を見ますと、RORO 船を含めてですが、圧倒的に苫小牧での

荷扱いが大きいということです。道外向けのトラックを含めた貨物が、苫小牧に、例えば

半分くらいは集まって来ていて、どこかに行っているということだと思うのですけれども、

要は、苫小牧に来るにあたって、道内でどういうルートが使われて、どういう流れになっ

ているのかという把握なども、本来は必要なのかなと。その上で、では、本道にとっての

望ましい物流ルートというのはどこにあって、そして、どこに投資しなければならないの

か。先程来、トラックの視点からは道路には休む場所もないとか、道路におけるそういう
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ような、いわば投資の必要なこともあるのかなと思う訳です。では、どこにそれを具体的

にやっていけばいいのかということの把握を、つまり実際にモノがどう流れているのか、

そしてどう流していくべきなのか、ということを検討しなければならないのですが、なか

なかそこの部分が私には見えないな、というところであります。あるいは、データとして

もなかなかその部分が揃わないのかもしれません。  今のは、国内についての話を中心にしてお話をいたしましたが、もちろん海外に向けて
の物流、モノの流れというのも本道にとっては極めて重要であることは間違いないと思い

ます。このことも考えなければならないのですが、これもなかなか難しくて、先ほど海外

に、航空貨物がどこに行っているのかというのが、これも道庁の資料で出ておりましたけ

れど、これはいずれも直行便ですね。つまり、新千歳から直行便でどこに行ったかという

ことだけしか把握できていない訳です。しかし現在、例えば ANAの場合ですと、那覇に物

流の基地を置いていて、全国の貨物を那覇に集めて、那覇から東南アジア各国に貨物便が

飛ぶという物流の流れがつくられております。  例えば、比較的高い価値のある農産物ですと、九州から、いったん、いわゆる旅客定期
便に貨物を積んで羽田に送り、羽田から那覇に送り、那覇から例えばタイとかシンガポー

ルに送るというルートです。熊本からわざわざ羽田・那覇経由でシンガポールに行ったり

するということが行われており、メロン等の高価なものですと、そういうことができる。

そうしますと本道からのものも、いろいろなところに、おそらく世界各地に行っているは

ずなのですが、どこに本当に行っているのかを把握する必要がある。ところが、いったん

このように那覇などに行きますと、これは北海道からは国内の物流になってしまって、海

外に行ったことにカウントされない訳なんですね。つまり航空貨物が実際どこに行ったか、

よく分からない。そうしますと、海外物流を考える時にどういうふうに考えれば良いのか。

あるいはヨーロッパ向けの場合も、先程も出ておりましたが大変少ないわけです。確かに、

現にヨーロッパ方面などの物流が少ないというのは、たぶん本当に少ないのだと思います

けれども、データの取り方の状況を鑑みたときに、本当に言われているほどに少ないのか

どうか。昔よく、例えば北海道のサケは、ノルウェーに輸出されている。一方でノルウェ

ーのサケを日本に輸入しているということをやっているわけですが、しかしノルウェーに

持って行くサケは、現在はちょっと変わってきているようですけれど、以前はいったん中

国に持って行って、骨抜きの加工などをした上でノルウェーに持って行っていた。そうす

ると、本来はヨーロッパに行く荷なのですけれど、中国に向けた荷になるわけですね、こ

の場合は。そういう本当の流れがどこにあるのかがわかりにくいわけです。  例えば、先ほどの道庁の資料の中には、北極海ルートの可能性ということも語られてお
りましたけれども、特にヨーロッパに対して日本から出ている荷物として、自動車部品な

どがかなり大きいものを占めておりますので、そういったことを考えますと、本当に道内

の港をベースメントにして、道内発の北極海航路のルートというのは、本当に需要がある

のか、あり得るのか。確かに北海道がヨーロッパに近いというのは、日本の中ではそうな
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んですけれども、仮に日本の他地域から自動車部品などをいったん道内に持って来て、そ

こで砕氷船に積み替えて北極海ルートへという時に、本当にそういう需要があるのか。積

み替えを要求されるとなると、それならば、例えばロシアに直接船で持って行って、シベ

リア鉄道のルートに載せ替えた方が、おそらく早いです。スピード的には。むしろ載せ替

えなしで行けるというところがメリットになるので、載せ替えなしで北海道から先ほどの

資料にありましたがロッテルダムに行く荷物には、いったい何があるのかということです

ね。あるいは載せ替えが可能だとしても、本当にそういう需要が、スピードも含めて荷主

さんに納得していただけるのか。細かいそういうようなデータ、あるいは何が荷物として

そういうところに求められていて、どういう需要があるのかということも、少し検討する

資料とかデータがもう少し欲しいなぁというのが、率直な感想でありました。  そういうことで、国内・国外につきましても北海道について非常に可能性があると私も
重々承知しているのですけれど、現状をもう少し詳しく把握して、そして一番適切なルー

トの開発や発見といったことが進められるべきかなと思いました。私からは、以上です。 

 

 

（岸座長）  ありがとうございました。米沢委員、お願いいたします。 

 

（米沢委員）  それでは、私の方から数点お話したいと思うのは、今日もいろいろご説明を伺っていて、
大量の農畜産物の安定輸送という、この視点がやっぱり改めて重要なんだろうなというふ

うに思ったところであります。特に私どものところをちょっと考えながらいたのですけれ

ど、例えば、じゃがいもの数字も出ておりましたけれども、じゃがいもの国内シェアだけ

考えても十勝だけで 39％、そしてオホーツクまで含めると 72％になる。つまり、いろいろ

な農畜産物、また、野菜がありますけれども、その中でもかなりのマーケットシェアを持

っていて、かつボリュームのあるものを、どうきちんと運んでいくかという視点、これは

すごく重要だろうなと。小麦に関しても十勝だけで 30％あるんです。牛乳は 15％ぐらいあ

るわけですけれども、これがいま貨物の鉄道、それから航路、それからいま収穫時期の問

題もありましたけれど、真剣にと言いますか、さらに今日いろいろな問題が出ていました

けれども、考えていかなくてはいけないのだなというのを感じました。それは昨年の台風

の時の、いわゆる貨物鉄道の脆弱性といいますか、すっかり止まってしまったというとこ

ろで、この災害に対してどうしていくんだというところが非常に問題なんだろうなという

ふうに思いました。  先程、髙橋委員からお話ありましたけれども、昨年はトラックの代行輸送でカバーしき
れずに、釧路から船で八戸・東京というラインがございましたけれども、この辺改めて問

題なんだなというふうに思いました。 
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 それから、先ほど石井先生から一部新幹線の話が出ておりましたけれども、我々農業関
係者と話していても、いわゆる青函トンネルの問題で札幌延伸に伴って、貨物鉄道の減便、

コスト増加という問題が出てくるのは、頭が痛いなという認識はしておったところであり

ます。それから、港湾の需要性というのは、改めて農業生産においても、いま認識してい

るところであります。  多少だぶりますけれども複数ルートの確保というのは、やはり重要かなと思っておりま
す。すごく従来から感じているのは、先ほどオホーツクと足すと７割ぐらいいってしまう

とか、いままでオホーツクのものって、だいたい旭川の方向、道北経由で来ていましたけ

れども、それがいわゆる縦のラインで一回落として来る。そこが実はいま鉄道はないです

よね、それで高速もまだ繋がっていないです。あそこがひとつ一回繋がってみると、いわ

ゆる選択肢がものすごく出てくるかな。災害だけではなくて、コストの問題ということも

含めて出てくるかなということで、やはり全体の物流という時に、これは合わせ技なんだ

ろうなというふうに改めて思ったところです。  最後になりますけれども、６次産業化という話がさっきちょっと出ておりましたが、６
次産業化の議論をしていると、北海道もそうなのですけれども、全国的に何かものすごく

小さな６次産業化の話ばかり出てくるのです。ジャムを作ったり。でも、そうなのかなと。

産業全体で、もっと大きな議論をしなくてはいけないという時に、例えば私どものところ

でいうと「カルビーポテト」さんというのがあります。それで、あれは大変な思いして来

ていただいたのですけれども、先ほど言いましたように、じゃがいもをいっぱい作ってい

ますから、そうするとやはり産地でそのまま加工してしまった方が良いのは分かりきって

いる話ですよね。そういうことが北海道全体で、おそらくいままでみんな消費地に近いと

ころに工場を作ってやっていたところが、たぶんもう何十年か経ってきて、償却が終わっ

ている工場なんていっぱいあるじゃないかと、ちょっとポイントがずれるかもしれません

けれども、あんなのをもっと北海道全体で北海道に持ってくる活動をすれば良いのではな

いか。そうすると、じゃがいもをあんなにいっぱい運ばなくて済むようになってくるわけ

ですよね。そういうような感じの視点を、何かこう、我々この議論の中で付け加えていく

必要があるのではないかなと。先般まで千歳で作っていたポテトチップスの工場が、ほと

んど実はいま十勝に持ってきました。そして、空いたところに「フルグラ」っていうシリ

アルのものを作り始めましたけれど、結構な量なんですよね。中国向けのものも作られた

りして。そうすると、やはり繰り返しになりますけども、北海道の農畜産物をどう運ぶか

というよりも、どう加工して運ぶか、その時にどんな立地なんだろうということも見通し

ておいた方が良いのではないかということを感じながら、今日は、お話を伺っておりまし

た。長くなりましたが、以上です。 

 

（岸座長）  ありがとうございました。山下委員、お願いいたします。 
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（山下委員）  物流のことについては、なかなか難しいなという思いで聞いておりました。そのような
中で、感想と言いましょうか、こんな視点が大切なのかなと思ったのを何点かお話しさせ

ていただきたいと思います。  一つは、旅客の時に話をしましたけれども、トラックでありますとか JR貨物さんであり

ますとか船舶、そういったものの結節点と言いましょうか、連結をどのように組み合わせ

ていくのかということの大切さというものが、ここにも現れてくるのではないかと思いま

した。  もう一つは、貨物と旅客の併用でありますとか補完という視点、最近、先ほどの話にも
ありましたトラック輸送の中で人も乗せるというような話もありましたけれど、一方でバ

スが貨物を運ぶとか、旅客である JRさんが貨物を運ぶ、そういう発想も必要ではないかな

と思いました。  私のところには女満別空港という所がありますけど、ここの貨物を見ると、月の変動も
多いですし、さらに片荷という課題もあります。いま、北海道の７空港が一括して経営母

体を作ろうと、そういう中で、それぞれの空港の役割みたいなものが議論になってくるの

かなと思います。そのような中で航空貨物を考えると、それが必ずしも千歳集中というこ

とでなくても良いのではないか。日本に入ってきている、特に北海道に入ってきている貨

物専用の航空会社というのは、ほとんど多くはないと思っておりますけれども、今後、そ

ういうことの視点も大切になってくるのではないか。そんな印象を受けました。  また、物流を支えていくためには、流れを司る JRさんや船舶さんやトラックさんだけで

なくて、それぞれ拠点になるところのインフラ整備というものが必要になってくるのでは

ないかと思います。先ほど JR貨物さんの、農産物の輸送の季節波動を見ておりますと、５

月が一番少なくなっていたかと思います。とりわけ北見産のたまねぎは、いま収穫時期を

迎えておりまして、８月から出荷が始まります。８～11 月と、冬場ずっと出荷していきま

すけれど、最終が今までいうと４月の末、５月の連休位まで。それまでに出荷し尽くすと

いうことなので、結果的に５月から地元の積み荷が無くなるということではないかと思い

ますけれども、いま北見農協連で取り組んでおりますのは、出荷時期をさらに一月半伸ば

す、そういう保冷の仕組みだとか技術とか、また、施設の整備とかしながらもう少し平準

化して出荷する。そういうものを、生産拠点の現場の方に整備をしていくということを考

えているようでございます。そういったものも地域のインフラとして整備していかなけれ

ばならないですし、トラックが大型化するということになれば、道路そのものの構造とか、

そういったものも整備していかなければならないわけであります。  私どもの地域はオホーツク海側でございますから、冬になると港湾は流氷で埋め尽くさ
れます。従来は、そうなると港からの船は、出入りが全くできなくなると言っております

けど、昨今の状況からみると、船籍、船の大きさによっては必ずしも閉じ込められるとい
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う状況ではないと、そのように考えるところはありますので、自然状況の変化によって活

用できる港というものも、また増えてきているのではないか。そこにまたインフラ整備と

いうことで必要になるかもしれないけれど、そういう視点もあるのではないかと思ってお

ります。  また、私どもの地域は農業地帯ですけれども、最近、無人のトラクター、そういうもの
がどんどん入ってきていて、しかし全く人が乗らないで運転しているというわけではなく

て、GIS、GPS を活用しながら、人は乗っているけれども、その疲労度合いは格段に違う

というのが、農業者の方々の意見・感想であります。そういう物を、例えば輸送の現場に

持ち込んだときに、現在制限されているトラックの運転手の方々の労働条件というものを

緩和するものにつながっていくのではないかと考えます。 

さらに、地域で人材を確保する。私どもの町で政策の一つですけれども、地域の事業者

の方々が自分のところの従業員に資格を取らせる、取ってもらうためにお金を出すという

ところに、町としても助成を出そうという仕組みを作っております。小さな町ですけれど、

私たちの町に観光バスの事業者が２社ほどございますので、そういった所にお話しを申し

上げているのは、網走バスさんなどの事例もありましたけれども、例えば、高校卒業で、

まず先に入社させて雇用する。しかし、その時点ではバスの免許は持っておりませんけれ

ども、何年か後に免許を取る。そのときに町も応援をしますということで、資格を持って

いる方を採用するということはなかなか大変ですけれども、資格者を採用しながら自前で

育成していく。そういう考え方も、地域としては持って行かなければならないのではない

か。  もう一つは先ほど、米沢市長が言われておりましたけれど、私もカルビーの方とお話す
ることがありました。オホーツクもカルビーの馬鈴薯をたくさん作っておりますけれども、

そういった中で言っておりましたのは、だんだんと現場に近いところで作っていきたい。

最終的な完成品という部分までというのもありますけれども、いまは、カルビーというポ

テトチップスそのものというよりは、練り製品と言うのでしょうか、半製品を作るという

ことを現場でやりたい。それを国内の他の工場に移したり、さらには海外の工場に移して、

そこでいろいろな製品を作るとか、そういった発想を企業側としては持っているのだとい

うお話もありました。そういったところも視野にいれなければならないのかなと思ってお

ります。  また、最後に、いま小口配達、宅配のところでの再配達等の問題がありますけれど、こ
れは北海道に限ったことではないと思っておりますが、やはり再配達でのコスト高とか労

働過多とかいうことを緩和していくためには、受け取る側の努力も必要かなと。私どもな

どがよく言うのは、コンビニエンスストアや道の駅などに留め置いていただく、そういう

仕組みを、国としてと言うのでしょうか、制度として作っていきながらロスを無くしてい

く仕組みというのもあって良いのではないかと感じました。  どれも全てやっていくにはハードルの高いことだろうと思ったのですけれども、いま実
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際の各種、皆さんからのお話を聞いていて、そのような感想を持ちました。 

 

（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）   それでは、航空貨物に関連してということで意見を述べさせていただきます。  航空の小委員会でも議論があったということでございますが、そこを補足する観点にな
るかと思います。北海道の貨物は、言わずもがな生鮮品が多いですから、スピードの速さ

の特徴を持つ航空貨物が果たすべき役割は大きいと感じています。航空ネットワークでは、

どうしても人流の方に目がいきがちではありますが、座席の下に貨物室があって、そこに

荷物が多ければ多いほど、旅客数が少なくても路線の採算が確保できることにつながりま

すので、ネットワークを維持するという観点で、貨物は大変重要だと思っております。  小委員会の議論で、道内の千歳以外の路線で、機材が小型でコンテナが積めないのでな
かなか貨物搭載が難しいといった意見もあったようですが、そこは工夫をしながら路線維

持のためにも取り組まないといけないと考えております。コンテナより少し小さい、小口

で積めるような BOXみたいな物を開発して、より積載率が良くなるような形の仕組みもい

ろいろ開発されているようでございますので、千歳以外の空港からの貨物を増やしていく

ということは、これからネットワークを維持する観点で重要だと思っております。  国内貨物ということで申し上げますと、先ほどの資料にもありましたが、北海道の国内
航空貨物は徐々に減っております。日本全体が伸び悩みというか、なかなか伸びていかな

い状態ではあるのですが、聞くところによると、日本全体の国内航空貨物のトレンドより

も、北海道の国内航空貨物の方が落ち込み幅が大きいことのようでございます。事業者と

しても、その辺の原因分析が十分にできていないということもありますが、いまなぜ北海

道の航空貨物が日本全体よりも落ち込んでいるのかということを点検し、そこに対して背

中を押すというか、改善を図る手立てというものが必要なのではないかと思います。  生鮮品を扱う事業者の方、生産者の方、小規模な方も多いので、そういった方と航空貨
物の間をつなぐ橋渡しのような役割と言いますか、そういったものを道庁などができない

だろうかと思います。最近、ある県と小口貨物の事業者が連携協定を結んで、航空貨物を

出しやすくするような取組が進んでいると聞いておりますので、そのような検討も必要で

はないかと思っております。  それから、国際航空貨物でございますが、これも千歳からの国際線が担っているところ
が現状多いのは事実でありますが、そうすると千歳からの国際線に限定されてしまうとい

うことになりますで、今後さらに物流を増やすとか、地域を全世界に拡大するという観点

では、2019年に羽田の国際線の発着枠がさらに拡大され、羽田の国際化がさらに進展をい

たします。その観点では、いまの成田の物流拠点よりも、羽田の方が北海道からの路線の
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接続、利便性という意味では良いわけですから、羽田の国際化をビジネスチャンスと捉え

て、国際貨物を羽田経由で出すようなことを含めて考えていくことが、これから全世界に

向かって北海道の産品を輸出していくことの拡大につながるのではないかと考えておりま

す。以上です。 

 

（岸座長）  ありがとうございました。今井委員、お願いいたします。 

 

（今井委員）  ハイヤー協会の今井でございます。  我々、旅客でございますので、なかなか物流の話を聞く機会がないのですが、今日は航
空、あるいは海運、鉄道トラックあらゆるモードのところから、いろいろなお話をお聞か

せいただいて、大変参考になりました。ただ、人の輸送も先日の議論でございましたよう

に、バス、タクシーですとか、各々の役割をもっていますけれども、そういった垣根を越

えて考えていかなければならないというのが、今後の課題だと思います。  物流も同じように、各モードでの役割は違うでしょうけれど、そこら辺の垣根を乗り越
えて考えていかないと、なかなか難しいのかなと。特に貨客混載の話も進んでおりますけ

れども、大事なことは、たぶん抱えている問題は、先ほど聞いているように物流、人の輸

送も同じように高齢化が進んで、どんどんと担い手が少なくなっている。あと、過疎地の

輸送をどうするかというのが、大きな問題だと思っています。  その辺は貨客混載でいうと、我々は旅客の輸送をやっているのですけれど、一番大事な
のは安全という担保がどうされるのかということだと思いますし、それからタクシーで言

うと、本来旅客なのですけれど、緊急避難的に物の輸送を一部やっておりまして、本当に

隙間的な、緊急避難的なことなのですけれども、例えば緊急で血液を運ぶですとか、そう

いったことをやっているのですが、どうしてもコスト高になってしまう。人の輸送とモノ

の輸送の垣根を取り払うというか、その辺を今後、両方混在していかないと、過疎地の問

題というのは、なかなか解決しないと思います。そのときコストの問題がどうしても出て

くる。コストだけを考えると、なかなかこの問題は解決しないと思うのです。ですから、

そういったコストの問題をまず抜きにして、輸送を確保することを最優先でどうするべき

かという観点で、各々の交通モード、旅客でいうとバスとかタクシー、あるいは貨物でい

うと、トラックとか鉄道、そういった交通モードの垣根を乗り越えて、お互いにどういう

輸送の確保が良いのかということを議論していけば良いと思っております。以上です。 

 

（岸座長）  ありがとうございました。中木委員、お願いいたします。 
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（中木委員）  いま、物流の面について、いろいろとお話を聞かせていただきました。特に船の関係で、
苫小牧港にこんなに集中しているということが分かりませんでした。私の地元の十勝にも

十勝港があって、広尾町ですけれども、十勝港の活用というか、そのための利用促進を図

っていますが、やはりルート面で利用の高い苫小牧港ということでしょう、考えてみれば

高規格道路が港までつながってないということが、十勝港に限らず、輸送地・発地から港

に向けての道路が、まだ不十分だということであり、早期の高規格道路の延伸、あるいは

高速道路でも 1 車線のところがあって、なかなかスムーズな走行ができない。２車線化と

いうものも含めて、各道路の整備が、これからの苫小牧港以外の港の利用促進につながる

大きな要素だと思います。いま十勝でも高規格道路の延伸を進めています。何とか早く十

勝港までつないで欲しいということが一番大きな点なので、それは十勝に限らず、各地域

で同じようなことがあると思いますので、積み出し港までの道路の整備ということも早急

にお願いしたいと思います。地元の要望にもなってしまいましたが、そこが海上輸送の第 1

のところ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。小山委員、お願いします。 

 

（小山委員）  今日のテーマは物流ということで、どちらかと言うと鉄道インフラを整備する立場で、
今日はお話を伺わせていただきました。前回もお話をさせていただいた通り、ただいま、

私ども、昨年 11月に当社単独で維持困難な線区というものを発表させていただきましたが、

先ほどの貨物さんのご説明の資料の３ページをご覧いただきますと、このうち３線が私ど

もの発表した線区の対象となっております。すなわち、北見までの石北線、それと滝川－

富良野間、根室線であります。そして、先ほどお話がでました岩見沢－沼ノ端間、室蘭線。

ここが、当該線区になります。  いまこれから地域の皆さまといろいろと協議をしていく中で、この貨物輸送をどうする
かという観点、これもそういう意味では必要になると思いますし、とりわけ先ほど室蘭線

の話がありましたけれども、室蘭線というのは、地域としては貨物輸送を担っている訳で

はありませんので、貨物列車のルートとして線区が入ってくるということでありますから、

鉄道貨物を議論する際には、単に地域の協議会ばかりではなくて、全道的な観点での議論

が必要になるのだなということを、改めて今日、お話を伺って感じた次第であります。  先ほど吉見先生からも、もう少し迂回して、この線路を活用する方法はないのかといっ
たご提言もいただいておりますけれども、現状、かなりのコンテナ車が札幌貨物ターミナ

ルに入ってくる・出ていくという状況の中で、千歳線が、かなりな満杯な状況にあるとい

うことで、なかなかこれをさらに投資して容量を増やしていくというのは難しい問題もあ
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ります。それと、千歳線でありますから、当然、エアポートの増発の要請もあります。そ

ういう意味で、先ほど石井先生からもありました青函トンネルの共用走行の問題もありま

すけれども、もう一つ在来線としては、千歳線でかなりの列車本数があるといったような

ところも、今後、どう考えていくのかということが大事なポイントになろうかと思います。  そして、石井先生からコスト構造のお話がございました。かねてより線路使用料の話と
いうことで、いろいろとご意見をいただいておりますし、私どもとしましても、きちんと

したご説明をしていかなければならないと考えている次第であります。簡単に申し上げる

と、貨物さんからいただく線路使用料というのは、国鉄改革の時点で、アボイダブルコス

トという言い方をしておりますけれども、貨物が無ければ回避できる費用、これをご負担

していただくというのが基本的な考え方でありますけども、現状なかなか、例えば、先ほ

ど申し上げたような貨物のための投資をしても、それは線路使用料として回収できないと

か、貨物のための除雪費用も回収できないとか、様々な問題がはらんでおります。これは

口頭で説明していても、なかなかよくご理解を賜れないと思いますので、是非、この辺の

コスト構造についても、きちっと私どもからもデータをお示しして、ご説明を申し上げる

機会を次回持たせていただければと考えておりますし、また、その中で関係の委員の皆さ

まからもいろいろご意見を賜れればと考えております。  いずれにしても鉄道というインフラを持っている部分では、旅客と貨物というのはなか
なか切り離せない、切り離して議論できない問題であると認識しておりますので、今後と

もよろしくお願いいたします。 

 

（岸座長）  ありがとうございました。  一通り伺いましたけれども、今日、話題提供をいただいている事業者さんから改めて補
足等ございましたらお受けしたいと思います。  髙橋委員、お願いします。 

 

（髙橋委員）  いま線路使用料の話をいただきましたので、私の方からもお話をさせていただきたいと
思います。アボイダブルコストということで、追加的にかかる修繕費等を負担している、

こんな形で数字ができあがっておりまして、これにつきましてはいろいろなご意見はある

のですけれども、もともと国鉄改革時にできたスキームだと私どもは捉えております。と

いうのは、国鉄改革のときに、JR北海道さんをはじめまして本州３社、三島会社、貨物の

７社が分割してできあがりました。そのときに、各地で収益の構造に違いがあるものです

から、その調整をしなければいけないということで、国鉄の長期債務をどう割り振るか、

あるいは安定基金をどういうふうに三島会社につけるか、そのもう一つにアボイダブルコ

ストがあると考えていますので、線路使用料だけを取り出して議論するのは、実は適当で
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はないと私どもは考えております。ただ、いろいろなデータを示して議論するということ

は、やぶさかではございませんし、ただ、そのときは大枠の話から含めてご理解いただけ

ればと考えております。 

 

（岸座長）  ありがとうございました。  線路使用料の話というのは、鉄道ネットワークワーキングでも取りまとめの中で議論を
して、線路使用料のあり方というよりは、JR北海道が貨物の運行のためにやっぱりコスト

を出しているというところは、そこは現実として受け止めて、そこの部分を何とか国への

支援をお願いしたいという形で、鉄道ネットワークの２月の報告書ではまとめたのですけ

れども、ここで線路使用料の話をどうするという議論は、たぶんテーマとしては適切では

ないと思いますので、それは鉄道ネットワークで、いまフォローアップ会議がありますか

ら、そちらの方で議論すべきことかと思います。  ただ、コストがかかっているというところは JR北海道さんが言いたいというのは気持ち

としては分かりますし、ただ、それはどの事業者さんもどの業界もモードもコストがかか

る中での話になってくるので、特出しでそこを議論するのは、ここでは考えさせてもらえ

ればと思います。ただ、話題提供として次回改めてそこの部分を説明したいというところ

は、事務局とも連携しながらと思いますので。  他、いかがでしょうか。だいたい一通り発言はいただいたのですけれども、参与の皆さ
ま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。よろしいですか。  それでは、残り 10分となりましたので、今日の意見交換のまとめをしたいと思います。  いろいろな意見が出てきましたけれども、今日の資料の中でのもの、あとは事業者さん
からの話題提供というようなことで、平準化という話がまず一つあって、それは特に月変

動が激しいということで農作物の収穫期のピークというところが、これを平準化をすると

いうことが必要だということと、もう一つは、鉄道に限らずトラックにしてもやはり片荷

輸送の問題がでてくると。なので、この平準化ということと片荷輸送というのは、要する

に荷物がどこからどこまで運ばれるかということなのだけれども、これは交通手段ごとの

対応というよりは、北海道の物流というか、産業構造も含めた議論というところも、これ

は合わせてまとめていかないと、モードだけでは解決できない問題だというところが今日

はいくつか、何件かの意見が委員からも出されたと思います。  ここは議論のポイントとしては、資料３にありますけれども、方向性として、要するに
モードをどうする、交通手段をどうするとか、２番に関連してくるのかもしれませんし、

もう一つは、持続可能な物流体制の構築、人材不足とか災害対策とあるのですけれども、

もしかしたら四つ目ということで、北海道全体の産業構造というところが必要になってく

るのかなと思いますので、これは次回までに事務局の宿題とさせてください。  もう一つ、ポイントは何かというところで青函共用問題とか、あるいは港の整備とかも
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出てきました。これはコストの面もあるのだけれども、一方で、まずはコストを抜きにし

てあるべき論というところが必要なのではないかというご発言をいただきましたけれども、

出てきた中で、要するに物流のニーズがあって、それをどう流れているのかという現状把

握というのは引き続きやっていきたいと思いますが、最後はどう流していくのかというと

ころが吉見先生から確か発言があったと思うのですけれども、それはモードの話もありま

すし、あるいは代替輸送とかという連携とかもあるでしょうし、もう一つは先ほどの産業

構造という意味での貯蔵とか平準化とかいうところもあるかと思うのですけれども、そこ

の部分が、たぶんまとめのキーワードになってくるのかなと思います。  一応、こんな形でみなさんの出された意見をまとめてみましたが、特に国内というか北
海道内の話がメインになっていて、国際のところは何名かの委員からいろいろな意見が出

されましたけれども、喫緊の課題としては、やはり国内の方が重点的なのかなという印象

を持ちましたが、国際物流についても今後、次回また深めていければと思います。  一方で、インフラという視点から見ると、山下委員からもご発言がありましたとおり、
物流の拠点ということで、例えば中継地をどうするかというところが、これは事業者任せ

でやるとなかなかコストがかかってくるので、これをインフラとして整備するべきかとい

うような意見とか、あるいは道路整備という話も出てきたと思いますけれども、これも合

わせて、ここはたぶん、資料３の方向性の①のイメージのところに、物流ネットワークの

充実・強化とあるのですけれども、あとは物流関連施設の機能向上、この辺のところで、

もう少し深堀りできればと思います。  以上のような形で今日の議論をまとめ、まとめというのは結論ではなくて、次回以降に
向けての方向性ということでまとめさせていただきたいと思いますが、全体を通してご意

見があればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  では、そのような形で次回以降進めさせていただきたいと思います。  議題の５番目ですけれども、その他として委員の皆さまからあれば、お受けしますが、
いかがでしょう。よろしいでしょうか。  それでは、本日の審議は、これで終了させていただきたいと思います。活発なご意見、
ありがとうございました。最後は事務局にお返ししたいと思います。 

 

（柏木室長）  ありがとうございました。  長時間にわたりご議論いただき、皆さま、ありがとうございました。次回の会議日程に
つきましては、改めてご案内させていただきますので、よろしくお願いします。  本日はお忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうございました。 

（了） 


