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総合交通政策検討会議（第１回）議事録 

日時：平成 29年７月 24日（月）15:30～17:35 

場所：かでる２．７ ７階  ７１０会議室 

 

 

（大内局長） 

 ただいまより、「総合交通政策検討会議」の第１回会合を開催いたします。 

 本日は、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

 私は、審議会の事務局を担当いたします、北海道総合政策部交通政策局長の大内と申

します。よろしくお願いします。 

 本日の会議は２時間程度といたしまして、17時 30分ごろを終了予定とさせていただ

いております。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、山谷副知事よりご挨拶申し上げます。 

 

（山谷副知事） 

 皆さまには、本日、お忙しい中、「第１回総合交通政策検討会議」にご出席いただき、

厚くお礼申し上げます。 

 ご案内のように、道では平成 20 年に策定した「北海道交通ネットワーク総合ビジョ

ン」のもと、本道における総合的な交通ネットワークの形成に向けた取組を進めてきた

ところであります。しかしながら、この間、北海道新幹線の開業やインバウンドの急増

などの一方で、バス、トラックの運転手不足やＪＲ北海道の事業範囲の見直しなど、本

道の公共交通ネットワークは歴史的な変化に直面をしているところであります。 

 とりわけ、ＪＲ北海道による鉄道網の見直しが提起される中、道民の皆さまの地域交

通の将来に対するご不安が非常に高まってきており、本検討会議における議論は多くの

関心を集めるところとなっているところでございます。 

こうした環境変化に的確に対応し、本道の発展を支える公共交通ネットワークの実現

を図るため、「交通政策に関する指針」等の策定について、去る５月、知事から運輸交

通審議会に諮問を行ったところであります。本指針につきましては、北海道新幹線の札

幌開業が予定されている 2030 年頃を念頭に、総合的な交通政策に関する基本的な考え

方を示すものとしてとりまとめる予定でありまして、道民の皆さまの暮らしや観光など、

産業経済を支える交通ネットワークの確立に向け、どのような取組が必要となるのか、

委員・参与の皆さまにおかれては、将来を見据えた議論をお願いしたいと考えるところ

であります。 

 何かとご多忙の中、委員就任にご快諾をいただいた皆さまに、改めて感謝申し上げま

すとともに、活発なご議論をお願い申し上げ、開会にあたりましての私からのご挨拶と
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させていただきます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

（大内局長） 

 ありがとうございました。 

 なお、山谷副知事は別の用務がございますので、この場で退席させていただきます。 

 

（山谷副知事） 

 すみません。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（大内局長） 

 続きまして、北海道運輸交通審議会の石井会長から、ご挨拶をお願いします。 

 

（石井会長） 

 石井でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 まず、昨年も地域公共交通検討会議ということで、北海道の公共交通のあり方につい

て、主に旅客を中心に広角的な議論をさせていただきまして、本格的にきちんと貨物と

いうことも踏まえた方向付けを今年度やらせていただくということで、こういう会の設

置につながったかと思っております。北海道の特性、基本的には広い地域に都市が点在

するという中で、交通にとっては厳しい状況がございますけれども、その中で、どう円

滑なネットワーク形成を図るかというような議論が、一つの大きな論点と思っておりま

す。交通事業、基本的には公共交通を担う方々というのは、民間企業が中心でございま

すから、基本的には事業性というものを、どう確保するかということが一方にあって、

なおかつ、それをむしろ、どう政策補完して、どう持続的に維持していくかという論点

も非常に重要だということで、ある種、頭の切り替えをしながら柔軟な議論を、ぜひや

っていただければと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

（大内局長） 

 会長、ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、本日、ご出席いただいております委員、参与の皆さまを、私

からご紹介させていただきます。 

 いま、ご挨拶をいただきました運輸交通審議会の会長、北海道大学大学院公共政策学

連携研究部特任教授 石井 吉春様です。 

 

（大内局長） 
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 審議会の副会長でございます、北海道大学大学院工学研究院准教授 岸 邦宏様でござ

います。 

 

（岸副会長） 

 岸です。よろしくお願いいたします。 

 

（大内局長） 

 続きまして、北海道大学大学院経済学研究院教授 吉見 宏様でございます。 

 

（吉見委員） 

 吉見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（大内局長） 

 続きまして、北海道旅客鉄道株式会社専務取締役・総合企画本部長 小山 俊幸様でご

ざいます。 

 

（小山委員） 

 小山でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

（大内局長） 

 一般社団法人北海道バス協会理事 中木 雄三郎様でございます。 

 

（中木委員） 

 中木です。よろしくお願いします。 

 

（大内局長） 

 北海道ハイヤー協会会長 今井 一彦様でございます。 

 

（今井委員） 

 今井です。よろしくお願いします。 

 

（大内局長） 

 札幌エアラインズアソシエーション会長 三宅 英夫様でございます。 

 

（三宅委員） 

 三宅でございます。よろしくお願いします。 
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（大内局長） 

 北海道船主協会連合会会長 仲井 保治様でございます。 

 

（中井委員） 

 中井でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（大内局長） 

 公益社団法人北海道トラック協会理事 野村 佳史様でございます。 

 

（野村委員） 

 野村でございます。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

（大内局長） 

 日本貨物鉄道株式会社経営統括本部経営企画部長 髙橋 顕様でございます。 

 

（髙橋委員） 

 髙橋でございます。よろしくお願いします。 

 

（大内局長） 

 帯広市長 米沢 則寿様でございます。 

 

（米沢委員） 

 米沢です。よろしくお願いします。 

 

（大内局長） 

 大空町長 山下 英二様でございます。 

 

（山下委員） 

 山下でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（大内局長） 

 続きまして、参与の皆さまをご紹介いたします。 

 国土交通省北海道運輸局交通政策部計画調整官 高橋 秋彦様でございます。 

 

（高橋参与） 
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 高橋でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

（大内局長） 

 国土交通省北海道開発局開発監理部次長 倉内 公嘉様でございます。 

 

（倉内参与） 

 倉内でございます。よろしくお願いします。 

 

（大内局長） 

 北海道経済連合会地域政策グループ総括部長 湊屋 賢一様でございます。 

 

（湊屋参与） 

 湊屋でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（大内局長） 

 一般社団法人北海道商工会議所連合会政策企画部長 福井 邦幸様は、まもなく到着の

予定でございます。 

 皆さま、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の配布資料でございます

が、まず、議事次第、出席者名簿、配席図、議事次第の下に資料１から５まで、それか

ら参考資料１から参考資料３までを配付させていただいております。もし、過不足がご

ざいましたら、事務局にお知らせをいただければと思います。 

 続きまして、当検討会議の座長選任に移りたいと思います。審議会運営要領によりま

して、「委員」の中から互選となりますが、委員の皆さまから何かご意見はございます

でしょうか。 

 無いようでございますので、事務局のほうから提案をさせていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

 事務局といたしましては、会長ともご相談をいたしまして、審議会の副会長でござい

ます岸委員に座長をお願いしたいと考えておりますが、いかがでございましょうか。 

 

（一同） 

 異議なし。 

 

（大内局長） 

 ありがとうございます。 

 岸委員、よろしゅうございますでしょうか。 
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 それでは、座長は岸委員にお願いをいたします。岸座長には、座長席に移動をお願い

いたします。 

 それでは、早速でございますけれども、岸座長のほうから、ご挨拶をいただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

（岸座長） 

 ただいま座長を仰せつかりました、北海道大学の岸と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 昨年度まで、地域公共交通検討会議、あるいは鉄道ネットワークワーキングチームで

の議論がとりまとめられましたけれども、それを踏まえて、今年度、新たに総合交通政

策検討会議ということで新たな指針、まだ名前は決まっておりませんが、これを議論す

ることとなりました。 

先ほど、副知事からもお話しがありましたが、2030 年の北海道新幹線の開業のとき

に、北海道の交通がどのような形になっているのかということを指針ということで作り

上げていくという会議です。地域公共交通検討会議のときにも座長私案という形で出さ

せていただきましたが、2030 年を議論しようというときに、それどころか、そんな先

のことを考えている場合かというような意見もあったのが思い出されます。当然、北海

道新幹線が開業するとか、あるいは高規格幹線道路が延伸するというふうな中長期的な

2030 年に向けた整備というのがある一方で、ＪＲ北海道の路線存廃問題に代表される

ような、今やらなければいけない問題というのも出てきます。そういうような形で、様々

な観点から、今回は鉄道だけではなくて、それぞれの交通手段の皆さまにもお集まりい

ただいており、今やらなければならないこと、そして 2030 年度までにやるべきことと

いう形でとりまとめていきたいと思いますので、限られた時間ではございますが、皆さ

まの活発な意見交換をよろしくお願いいたします。 

 

（大内局長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、ここからは岸座長の進行により進めていただきたいと思います。岸先生、

よろしくお願いいたします。 

 

（岸座長） 

 それでは、議事に入りたいと思います。お手元に議事次第がありますので、それに従

って進めていきたいと思いますが、まず、議事（１）「総合交通政策検討会議の設置等

について」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） 
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 交通企画課で担当課長をしております河内と申します。私のほうから、資料１につい

て、ご説明を申し上げたいと思います。 

 お手元に資料１、「総合交通政策検討会議について」という資料があるかと思います。

最初に、「１ 検討会議の審議事項」についてですが、冒頭、副知事からも申し上げた

とおり本道の交通を取り巻く環境変化に的確に対応するとともに、本年３月の「地域公

共交通検討会議」の提言も踏まえまして、いずれも仮称ではありますけれども「交通政

策に関する指針」、「航空ネットワークに関するビジョン」及び、「物流・港湾振興に関

するビジョン」の策定について、５月に開催した「第１回北海道運輸交通審議会」にお

いて知事から諮問を行ったところでございます。 

 併せまして、上から四つ目の○のところでございますけれども、指針等の策定に向け

て集中的にご議論いただくなど、審議会の円滑な運営を図るため、「総合交通政策検討

会議」、「航空ネットワーク検討会議」、「鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・フォロ

ーアップ会議」の三つの小委員会の設置について、承認をいただいたところでございま

す。 

 この総合交通政策検討会議におきましては、「交通政策に関する指針」と「物流・港

湾振興に関するビジョン」の策定に向けた調査・検討を行い、原案を策定いただくこと

としてございます。また、航空分野に関する議論につきましては、基本的に航空ネット

ワーク検討会議で行うこととしておりまして、「航空ネットワークに関するビジョン」

と調整しながら、指針の策定に向けた検討を進めていただく考えでございます。 

 次に、指針等の位置づけでございます。真ん中の枠線で囲んでいるところに記載のと

おりでございますが、本道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的な考え方を示すものと

いたしまして、計画期間については平成 30 年度から北海道新幹線の札幌開業が予定さ

れております平成 42年度までの期間を基本としているところでございます。 

 続きまして「２ 検討会議の開催スケジュール（案）」でございますが、右側の「総

合交通政策検討会議」の欄に記載のとおり、本日の第１回から第４回までにかけまして、

「公共交通」と「物流・港湾」に係る論点整理を行っていただいた後に、５回目でまと

めの議論を行い、第６回会議において指針の原案をご検討いただきたいと考えておりま

す。 

 なお、原案検討後の議論は審議会へと移り、２月頃、審議会から答申をいただく予定

としているところでございます。 

 以上、総合交通政策検討会議につきまして、ご説明を申し上げました。以上でござい

ます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。ただいまの説明に対して、ご質問・ご意見はございますで
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しょうか。 

 

（会場） 

 ありません。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございます。三つの小委員会が設置されるということで、本小委員会は総

合交通政策検討会議なのですけれども、航空はまた別なところで、あるいは鉄道ネット

ワーキングチームも、今度、フォローアップ会議ということで続くということになりま

す。 

一応、こちらとしては三つがそれぞれ連携・情報共有しながら、新たな指針というこ

とでまとめていく形で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、続いて議事の２番目に移りたいと思いますが、（２）「交通政策に関する指

針の策定について」事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（河内課長） 

 続きまして、資料２について、ご説明を申し上げます。まず、右上のほうに資料２－

１というＡ３版のカラーの資料がお手元にあるかと思います。これに沿って、ご説明を

申し上げます。 

 新たな指針の検討を進めるにあたりまして、平成 20 年に策定した現行の「北海道交

通ネットワーク総合ビジョン」の取組状況についてまとめたものでございます。表の左

側に概念図をお示ししておりますけれども、これまで国際交通、幹線交通、地域交通な

ど、五つの柱立てのもとで、表の左側の施策の展開の欄に施策が書いてありますけれど

も、「新千歳空港の国際拠点空港化」など 18の施策展開を図り、総合的な交通ネットワ

ークの形成に向けた取組を進めてきたところでございます。 

 表では五つの柱ごとに主な取組状況と、引き続き取り組む主な課題を整理しておりま

す。国際交通の欄では、新千歳空港の発着枠の拡大や、一部外国航空会社の乗入制限が

緩和されるとともに、国際貨物取扱量の増大、クルーズ客船の増加などがみられたとこ

ろでございます。課題といたしましては、国際線受入体制の強化や港湾施設の整備、貨

物機能の強化などを挙げております。 

 次の幹線交通では、北海道新幹線の開業や、札幌延伸の５年前倒しが実現するととも

に、高規格幹線道路の開通率は 60％に達したところでございます。課題といたしまし

ては、新幹線札幌開業の早期実現、高規格幹線道路の一層の整備促進や、ＪＲ北海道の

事業範囲の見直しへの対応などが挙げられるところでございます。 

 次の地域交通では、バス路線や離島航路・航空路に対する支援などが進められており、

今後とも、路線バス等の生産性向上や地域交通・離島航路・航空路の維持確保などが課
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題とされているところでございます。 

 次の交通ネットワークの相互連携でございますが、新幹線開業に伴う二次交通の整備

が行われる中、公共交通に関わる関係者の連携体制の整備などが課題となっております。 

 最後に、安全・快適、環境面でございますが、引き続き、低公害車の普及促進やバリ

アフリー化の促進、防災対策の強化などが求められているところでございます。 

次に、一番右側でございますが、今後の方向性というところで、これまで説明した取

り組む課題に対応するために、右側の下から 12行目のところからでございますが、「こ

のため」というところにあるように、国際航空路線の誘致、新幹線や高規格幹線道路の

整備促進、地方バス路線や離島交通の維持確保などに引き続き取り組むとともに、人口

減少などに対応した地域交通・物流ネットワークの効率化や維持確保、人手不足解消の

ための働き方改革など、新たに取組を進めていくことが重要としているところでござい

ます。 

 続きまして資料２－２をご覧いただきたいと思います。 

 新たな指針の策定に向けた課題と方向性の整理のイメージでございますが、左側には、

人口減少やグローバル化など、「地域公共交通検討会議」で整理された８つの環境変化

を掲げておりまして、これを踏まえた取組イメージとして、前例にとらわれない大胆な

発想ですとか、様々な交通モードの連携・補完・協力、地方自治体、住民も含め関係者

が一体的にサポート、地域の実情を踏まえた持続性の重視などを整理しているところで

ございます。 

 また、中程には、これまでの取組も踏まえまして、経済・産業の視点、暮らし・地域

の視点、物流の視点で交通分野の主な課題を整理しておりまして、その下には、こうし

た課題の解決にあたり、交通モード毎だけで捉えるのではなく、横断的・業際的な観点

からシームレスな視点での総合的な検討が必要としているところでございます。 

 右側に、新たな指針の策定趣旨と検討の視点（方向性）を掲げておりますが、「地域

公共交通検討会議」の検討結果をベースといたしまして、議論のたたき台として四つの

囲みがございますが、「国内外の人流・物流の大幅な拡大を支える交通・物流ネットワ

ーク」、「道民や来道者が道内をストレスなく移動できる交通ネットワーク」、「安全・安

心で活力ある地域社会の形成を支える交通・物流ネットワーク」、「防災機能強化や国土

強靱化に資する交通・物流ネットワーク」といった四つの視点に加えまして、交通・物

流のシームレス化や交通機関相互の連携などの新たな視点も記載しているところでご

ざいます。 

 また、右側の囲みにつきましては、それぞれの方向性に対応して、２回目以降で議論

が想定される事項のイメージをキーワードとして例示しているところでございます。 

 続きまして資料２－３でございます。道内の交通ネットワークの現状と課題を人口減

少やグローバル化などの総論と交通モード毎の、大きく二つの区分で整理しております。 

 １ページでございますが、「人口減少・高齢化の進行」では、本道の人口が 1997年の
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570 万人をピークに全国を上回るスピードで減少する中、道といたしましては 2040 年

には 460万から 450万人を維持するとの長期展望のもとで、取組を進めておりますが、

右側の＜課題＞といたしましては、「生活交通の維持・確保や運輸事業を担う人材不足」、

「高齢者の移動手段の確保やバリアフリー化の推進」を掲げているところでございます。 

 続きまして２ページでございますが、「交流人口の拡大」でございますけれども、外

国人観光客の来道が急増する中、道では、2020 年度を目途にインバウンド 500 万人の

目標を掲げ、取組を進めております。＜課題＞といたしましては、「国際・国内航空路

線の充実やクルーズ船の誘致」、「空港や港湾などの機能強化、受け入れ体制整備」、「快

適・円滑な移動のためのネットワーク整備、情報機能強化」などを掲げております。 

 また、３ページは「貨物の輸送」でございますが、本道の国内貨物輸送量が緩やかに

減少傾向にある一方、輸出量は増加傾向となっております。＜課題＞といたしましては、

「一層の輸送の効率化や輸出拡大に向けた物流機能の強化」、「海上輸送と鉄道輸送の安

定的なネットワークの確保」を掲げております。 

 続きまして４ページの「自然災害」でございますが、地震、津波、火山、暴風雪など

様々な自然災害リスクが存在し、近年は特に集中豪雨による災害が増加傾向にございま

す。＜課題＞といたしまして、「交通基盤に係る大規模災害対策や老朽化対策」、「リダ

ンダンシーが確保されたネットワークの形成」や、「降雪に対応した体制整備」を掲げ

ております。 

 次に５ページですが、「新たな技術への期待」では、人手不足や高齢ドライバーの交

通事故が多発する中、政府におきましては「移動革命」による物流効率化と移動サービ

スの高度化を進めることとしております。＜課題＞といたしまして、本道におきまして

も交通事故の減少、地域の人手不足や移動弱者の解消を図るため、新たな技術の進化に

対応していく必要があると考えております。 

 それから、６ページ目の「交通ネットワーク相互の連携」では、公共交通ネットワー

クを維持するためには、事業者だけの取組では難しい状況を踏まえまして、＜課題＞と

して関係者の連携のもと、道内をストレスなく円滑に移動できる交通環境の整備や、幹

線、広域、市町村内の各ネットワークの連携強化、乗り継ぎの円滑化やわかりやすい案

内表示を掲げているところでございます。 

 また、７ページ以降は、各モードの現状と課題を整理しておりますが、この後、交通

事業者委員からの説明もございますので、時間の関係上、個別の説明は割愛させていた

だきます。新幹線では、東京・札幌間の時間短縮や、青函共用区間の高速化の一日も早

い実現、鉄道では、ＪＲ北海道の経営再生と鉄道網の持続的維持、高規格幹線道路では、

一層の整備促進と追越し車線などの機能向上、乗合バスでは、生産性向上や収益確保な

どによる路線の維持・確保、運転手の確保、タクシー、ハイヤーでは、乗合タクシーや

デマンドタクシーなどの役割の増大、海上交通では、道外や離島とのフェリー航路の維

持確保やクルーズ客船誘致の推進などということで整理しておりますので、恐縮ですが、
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後ほどご覧いただきたいと思っております。 

 最後に、14ページでございますが、 今年度、道が実施いたします「生活交通バス維

持改善モデル事業」につきまして、参考といたしまして概要を紹介させていただきたい

と思います。 

 事業の「目的」は、バス事業の生産性向上とバス運転手の確保について、バス事業者

や市町村等と連携を図りながらモデル事業を実施いたしまして、今後の方策について検

討するとともに、その結果を関係事業者にフィードバックしようとするものでございま

す。検討のスキームは、有識者、バス事業者、国、道などで構成する検討会議を設置し、

委託によるモデル事業と連携しながら事業を実施することとしておりまして、こうした

検討結果につきましては、新たな指針にも反映していきたいと考えているところでござ

います。 

 以上、「交通政策に関する指針（仮称）の策定について」ご説明申し上げました。委

員の皆さまには、ご審議をどうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明についての、ご意見・ご質問等はございまでしょうか。 

 ２－３については北海道のおかれている現状ということで、様々な観点からデータを

示しながらのご説明をいただきましたけれども、特に２－２が新たな指針の策定に向け

た課題と方向性の整理、イメージという形で、こういうような形で議論をして、とりま

とめていくという形になっております。 

 今、ご質問等が特になければ、あとでまた一人ずつご指名しながら意見をおっしゃっ

ていただきたいと思いますので、そのときにご意見等いただければと思います。 

 それでは、次に進めさせていただきたいと思います。本日は交通事業者の委員からご

説明・話題提供をいただきたいと考えております。小山委員、中木委員、今井委員から

それぞれご説明いただきたいと思いますが、まずは鉄道の状況等につきましてＪＲ北海

道の小山委員から話題提供をお願いいたします。 

 

（小山委員） 

 ＪＲ北海道の小山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは鉄道を取り巻く現状、その他につきまして、お手元の資料に基づきご説明さ

せていただきたいと思います。本日の資料につきましては、これまでも各種の委員会

等々でご説明をさせていただいた資料でありますので、簡潔にお話しをさせていただき

たいと思います。 

 まず、「１－１．地域別の人口変化」ということで、この 30年、北海道で人口減少が

進み、また、札幌圏への一極集中が進む中、まさに私どもを取り巻く経営環境が大きく
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変化しているというところは、ご案内のとおりでございます。 

 １枚めくっていただきまして、「１－２．高規格幹線道路網の整備状況」ということ

で、ちょうど私どもの会社が発足いたしました昭和 62 年４月、このときの道内の高規

格幹線道路の供用延長が 167km。これが 30 年後、今日は 1,000km を超えているという

ことで 6.5 倍、かなり全道に高規格幹線道路が伸びているということ。さらには近年、

無料の供用区間をオレンジで示しておりますが、それが伸びているというところでござ

います。左下に、小さい表で恐縮ですが、自動車の保有状況ということで、30 年間で

1.8倍に自動車の保有数も増えております。そうした状況を踏まえて、鉄道の方がどう

なったかというのが、その下、４ページ、「１－３．鉄道輸送密度の推移」というとこ

ろでございます。左側が昭和 62年、右側が平成 27年ということで、ご覧の通りであり

まして、赤い点線で示しました輸送密度 500人未満の線区の割合が増加しているという

ことで、ちょうど黄色で示した 2,000 人～4,000 人といったようなところが減少して、

赤い点線の線区が増えているといったようなところをご覧になっていただければと思

います。 

 ちなみに国鉄時代、輸送密度 4,000人未満線区は、原則としてバスのほうが効率的な

輸送が確立できるということで、バス転換が進められたという経緯がございます。 

 それから次のページでございますが、「１－４．鉄道輸送密度の推移（指数）」という

ことで、こうした中で昭和 50年度と比較いたしますと、昭和 50年というのは道内にお

ける鉄道輸送が、ほぼピークであった時代でございますけれども、そこから大きく各線

区ともご利用が減っている。とりわけ地方ローカル線では大きく減少しておりまして、

10 分の１以下になっている線区もあるということは、ご覧になっていただけるとおり

であります。 

 こうした状況を踏まえて１－５、私どもの経営の推移がどうなってきたかということ

を示しております。赤い点線で示しましたのが鉄道運輸収入の推移ということで、ちょ

うど平成８年、800億ということで、消費税改定を除くと運賃改定を唯一させていただ

いた年でありますけれども、そのときに 800億をピークに年々減少する。特に北海道に

おいては、その後、拓銀の破綻等々、長らく北海道経済が低迷するといったような状況

もございまして、さらには平成 20 年以降になりますと、リーマンショック、その他も

ありまして、700億を下回ってしまうといったような状況にございます。 

 ちょうど昨年は新幹線の開業もございましたので、その分、収入が久しぶりに 700億

を超えておりますけれども、いずれにしても現状、非常に厳しい状況であるということ

でございます。 

 その中で、真ん中の線、後ほどにも出てまいりますが、経営安定基金運用益、これが

当初 7.3％で想定され、会社発足当初は黒い実線で 498億の運用益を生んでおりました

けれども、これも低金利の長期化ということで年々減少し、半分以下になってしまうと

いうところでございます。 
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 そうした状況の中で、何とか経営の効率を高めるということで、上のほうの黒い点線

で示しましたのが人件費でありまして、会社発足当初は 13,000 人の社員でやっており

ましたけれども、現在は 7,000人強ということで、大きく６割ぐらいまで社員を削減す

る等々の合理化・効率化を行いまして、人件費も圧縮してきたというところであります。

それでもなかなか収支を均衡させるのは非常に厳しい中で、最後は修繕費、そして設備

投資、本来は老朽化に合わせて増やすべきところを、収支均衡を図るために逆に削減せ

ざるを得なかったというのが、弊社のこの 30年の状況でございます。 

 １枚めくっていただきまして、「１－６．今後の収支見通しについて」というところ

に書いてございますけれども、いま申し上げたところが、ちょうど 63 年と真ん中にあ

ります棒グラフ、21 年の比較でございますけれども、その下にございますとおり、安

全と修繕に関する費用は確実に確保するということで、現在、計画を作成しております

し、実行させていただいております。そういう意味で、安全に関わる費用を先に決めた

上で全体の収支計画を策定するということで、修繕費が 350 億規模、結果として毎年

180億規模の経常損失を計上せざるを得ないということ。そうなりますと、会社の資金

上、非常に極端に悪化するということを１－７、イメージでお示ししております。 

また、毎年、この 180億の計上損失に加えまして、設備投資ですとか借入金の返済な

どによって、毎年 300億規模で資金が不足するということで、何もしなければ下の点線

のように 31年度時点では 1,000億を超える資金ショートになりますけれども、この間、

国の支援がございまして、1,200億の設備投資と、修繕のための支援をいただくことに

なっておりますので、何とかその支援の期間はギリギリでありますけれども資金がプラ

スになります。しかしながら、支援が終了する 32 年度以降は、資金がマイナスになっ

てしまうということで、そうなりますと安全のために必要な修繕更新が出来なくなり、

絶対に守るべき安全の基準が維持出来なくなるということ、それをお話ししているとお

りでございます。 

 次の「２．課題及びその解決に向けた取組」ということで、こうした状況を踏まえて

昨年 11月に当社単独で維持することが困難な線区ということで、13線区、1,237㎞を

発表させていただき、今後、具体的な協議を地域の皆さんともご相談させていただきた

いといったようなことを申し上げたところでございます。輸送密度 200人未満の線区に

ついては、基本的にバスのほうが効率的な輸送が提供できるということで、バス転換を

考えておりますし、その次のページになります輸送密度 200人以上～2,000人未満の線

区につきましては、まず、この費用を誰がどのように負担できるかということで、選択

肢としましては設備のスリム化、さらには運賃値上げ、さらには日常的な利用促進、そ

して上下分離等々、これらによって、どういう形で、どういう負担が出来、どういう形

で鉄道が維持出来るかということについて、ご相談を開始したいと申し上げているとこ

ろでございます。 

 その次に大きな３番として、「３．他の交通事業者や市町村との協力・連携事例」と
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いうことで、これまでも道庁さんをはじめ、各自治体の皆さん、そして交通事業者の皆

さんにも大変ご支援・ご協力をいただきながら、いろいろな仕組みに取り組んでまいり

ました。その一つとして、高速事業の取組として、北海道高速鉄道というものを立ち上

げまして、国から、また自治体からいろいろとご支援・補助金等をいただきまして、こ

れまで石勝線・根室線の高速化事業、それから宗谷線の高速化事業、札沼線の電化事業

に取り組んできたところでございます。 

 それから、その次のページになります。「３－２．地域交通確保の取組」ということ

で、ここで平成 26年５月にバス転換をいたしました江差線の事例を挙げておりますが、

代替バス転換のポイントと前のところにも書かせていただきましたけれども、鉄道です

と、一度、江差駅で乗り換えていただいて、バスとかで高校に通っていただいたわけで

ありますが、これをバスで繋げたということと、利用者のニーズに応じてバス停を新設

したということ。当社からのご支援といたしましては、定期の差額補償、そして沿線の

自治体の皆さんのバス運行に関する一定期間の負担の補助ということもやらせていた

だきました。 

 また、昨年、転換をいたしました留萌線においては、これは沿岸バスさんが並行のバ

ス路線を持っておりましたので、基本的にはそれを活用させていただくということと、

早朝・夜間の運行のない時間帯については、タクシーや地元が提供する代替交通に対し

ての支援をさせていただいた等々でございます。 

 それから最後になりますけれども、「３－３．交流人口増加の取組」ということで、

今、関係の自治体の皆さんにもいろいろとご協力をいただきながら、一つは「わがまち 

ご当地入場券」といったものを提案させていただいたところ、関係の自治体 101自治体

の皆さん全てが取り組んでいただけるということで、準備の出来ました 81 ヵ所につい

て、この７月 20 日から発売を開始させていただきました。更には、その下にあります

ように「無人駅のにぎわいづくりに向けた取組」ですとか、「特急列車車内での特産品

販売」といったことについても今、いろいろな提案をし、検討させていただいていると

ころでございます。 

 最後のページになりますけれども、「２次交通の整備」ということでは、このような、

いろいろ各地で観光、さらには新幹線等々も含めて、いろいろな取組を地域の皆さんと

もご協力をいただきながら進めているところであります。 

 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。 

 続いて、バスの状況等について、北海道バス協会の中木委員からお願いいたします。 

 

（中木委員） 
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 北海道バス協会の中木と申します。それでは、バス事業の現状と取組ということで、

お話しさせていただきます。 

 まず、１枚目ですけれども、毎回のグラフと表ですけれど、皆さまご存じのように人

口減少の進行、それからマイカーの、特に北海道の広域なところの郊外の部分につきま

しては、どうしてもマイカーに頼らざるを得ないような事情というものもありまして、

それが恒常化している中でのバス事業ということで、年々、輸送人員も減っております。

特に昨今は少子化で、高校生の利用が減っています。また、高校の間口も減っていると

いうようなことで、我々としては、お年寄りと高校生の比重が多い中でのことなので、

そういった面では大変、今後に向けても苦慮しております。そのこともありまして、運

行回数の見直しだとか、経路の変更等々のこともあろうかと思いますけれども、走行距

離が減っている。それに合わせて減っているというのも、やむを得ない部分かなと思っ

ております。 

 その中で、道内のバス事業者ですけれども、事業者数におきましては平成 20 年度～

27 年度は増えております。従来、地方の自治体内での輸送については、なかなかバス

路線事業者が難しいということで、各町村の足、交通については、貸切事業者が乗合事

業者に代わって、路線バス事業者に代わってやっていたというところを、制度上の変更

によって路線バスの事業者に代わったということで、事業者数が増えております。そう

いうようなことで、事業者の割振というものについても、いろいろと運賃制の問題、い

ろいろあるところから、やはり貸切と路線の一体化ということで、路線に含めたという

こともありましたし、そういう制度の見直しというものも、昨今、行われております。 

 ２ページには、収支状況でございます。一番上の表ですけれども、収入は減っている

のですけれども、収支率が横並びと言いますか、そんなに落ちる傾向でもないような昨

今の状況であります。黒字会社も９社から 14 社に増えました。これは都市間バスの進

展、各中核都市から札幌までの高速道路の延伸もしましたし、道路状況も良くなってき

て、高速都市間バスが相当多く各地から札幌のほうに運行することになって利用者が増

えた。そういうことで収支も、お陰様で底上げをしているというようなことで、これに

つきましても道内の乗合と都市間バスを運行している業者間で、共同でインターネット、

あるいはスマートフォンからの予約を行える、また、決済はコンビニで行えるというよ

うな利便性を求めた業者間の協力によって、年々、都市間バスが好成績を維持しており

ます。今後もこの辺については、さらなる努力、サービスの強化を行っていかなければ

ならないというような状況であります。 

 採算・不採算につきましても、そういうことで不採算の部分から採算のほうに移行す

べく、不採算路線の見直し等々については、やはり地域の方とよく協議しながら、ある

いは理解を求めながら、減便等々によって、また、あるいはそれに代わる代替輸送も含

めて協議を行っていく状況です。不採算路線についての見直しは近々にやっていかなけ

ればならないことであります。 
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 その下に、そういう中で国、道、それから自治体の皆さまから補助金をいただいて経

営を行っているという実態があります。表に書かれておりますけれども、年々、補助金

が増えてきておりまして、昨今では国からも補助の増えた部分について、生産性の向上

といろいろとご意見、その前には減額というような厳しいお話もありましたけれども、

道をはじめ地域の皆さんからのご支援で、何とか思い留まっていただいているような状

況ですが、これからはやはり何とか少しでも生産性の向上に努めていかなければいけな

いという考えは持っております。 

 その中で補助金の増額ということにつきましても、いろいろ下にも書いてありますけ

れども、原価構成についても、人件費等、あるいは燃料油脂費についても燃料単価が上

がったり下がったりというようなことで、その年によっても違いますけれども、やはり

この人件費につきましては、後からもお話しさせていただきますけれども、なかなか運

転手が集まらないという中で、他の運輸機関と比べても給料が低いのではないかという

ようなこともあって、人件費の見直しということについては避けて通れない、ベース賃

金を上げる部分についての判断をせざるを得ないのではないかという雰囲気になって

いるのが昨今の状況です。そういう課題の中で、我々としてもバス事業におきましては、

いろいろ今お話しさせていただいた要素を何とか改善しつつ、そして自助努力によって

少しでも地域の皆さまに支持される、利用していただけるような体制に持っていかなけ

ればいけないということであります。 

 ただ、この人口減少、少子化の問題につきましても、あるいは運転手の不足の問題に

ついても、なかなか我々もそれなりの危機感を持っていますが、いかんせんなかなか思

うような形にならないという中で苦慮しているのが実態です。そうは言いましても、や

はり少しでも前に進むような努力ということで、解決に向けた取組というものも少しず

つではありますけれども進めております。特に利用者の増加を最優先に考えなければい

けないというようなことで、利便性の向上というものにつきまして、今広がりつつあり

ますけれどもバスロケーションの導入。利用者がバス停で待っていても、いつバスが来

るのか、特に冬季間においては路線バスの遅れがあって、寒い中で長時間待っているよ

うな状況が見受けられる。それがバス離れのもとであるというようなことを踏まえて、

ロケーションの導入、目的地、停留所の検索システム、これは一部ではもう進んでおり

ますけれども、そういうことも試みております。 

 また、利用しやすいような、乗りやすい、あるいは運賃的にも安く乗れるというよう

な乗車券の発売であるとか、あるいは最近はバリアフリーの車両、ノンステップ、ワン

ステップ、そういうお年寄りにも乗りやすい工夫の導入を急いでおります。今、帯広市

でも市の力で来年の春には新しいバスターミナルが出来ますけれども、そこにもデジタ

ルサイネージ、あるいはバス運行表示などを備えて、利用しやすいような、乗客のサー

ビスとしてのバスターミナルを作るということが、帯広をはじめ各地区で今後増えてく

るのではないかという気がしますし、そういう方向に進まなければならないのだという
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ことがあります。いろいろと地域の方々の協力の下に、見直し等々の必要性を当社も

重々承知しております。 

 また、先ほど言いました運転手の不足の部分につきましても、先ほどご案内がありま

したけれども、道のほうで、この事象、バスの運転手不足等々に対する方策を検討して

いただけるようなこともお話しいただきましたし、バス協会としましても、いろいろと

バスの運転手になりたいという方々に、運転体験だとか、いろいろなＰＲもさせていた

だいております。 

 あるいは、各事業者でまったく免許を持っていない方に、会社で負担して免許を取っ

ていただくということが行われております。新聞の記事も、ここに４ページに出ていま

すけれども、こういうような各事業者で行っているということになります。 

 最後に、他の事業者、市町村との協力ということで、十勝管内のバス、自動車、タク

シーの連携、旭川のバス事業者での連携等、各地区で徐々に地域とバス事業者が連携し

て、利用者の利便性を確保すべく、利用者の増加を図る取組を行っております。これに

ついては今後も協力させていただいて、続けていくことになっております。 

 ちょっと長くなりましたけれど、バス事業者としては、これからも利用者の利便向上

のために、やるべきことはやるということで取り組んでまいる所存でありますので、今

後ともご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 

（岸座長） 

 ありがとうござました。 

 続いて、ハイヤー・タクシーの状況等について、北海道ハイヤー協会会長の今井委員、

お願いいたします。 

 

（今井委員） 

 北海道ハイヤー協会の今井でございます。今、追加で資料を配らせていただきました。 

 資料の内容が非常に多いのですけれども、全部説明をしていると大変時間がかかりま

すので、かいつまんで現在の北海道のハイヤー・タクシーの現状、アウトライン等々を、

ある程度ご理解いただいて、追加で配りましたのは実際に北海道で行われている乗合タ

クシーの事例集等々がございますので、こういった地域交通をいろいろと検討するにあ

たって、このようなことも参考にしていただいたらどうかと思っております。 

 最初に、北海道のタクシーの現状ということで１ページ目でございますけれども、こ

れは下のほうが平成 13年ということで、上のほうが平成 27年ということで、車両数で

ございますけれども、実は平成 14 年に道路運送法が改正されまして、それまでハイヤ

ー・タクシーというのは事業が認可制でございましたけれども、それが許可制に移行し

ました。許可と認可の違いは何かと言いますと、認可制というのは国が認可権限を持っ

ているので、認可する・しないというのは国の独自の判断で出来た。ただ、許可になり
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ますと、一定の許可基準を満たしていると許可せざるを得ないと言いますか、ここが認

可と許可の大きな違いです。平成 14 年から、いわゆる事業の認可制が許可制に変わり

まして、それと合わせてタクシーの台数を、国がある程度算定して、需給調整をしてお

りました。それを一切取っ払って各タクシー会社、各地区、ある程度の条件を満たせば、

どんどん増やせるということが起きました。 

 平成 14年に、ここは全道のタクシーの台数なのですけれども、約 11,400台ぐらいあ

りましたが、その後、景気の低迷等々もございまして、少し台数が多すぎると。平成

19 年に、規制緩和をしたのですけれども、19 年に特別措置法ができまして、少し供給

過剰になりすぎたということで、供給過剰の地域を国がある程度指定をして、そこの地

域については国が命令ということではないのですけれども、地域で協議会を作って、そ

の協議会の中で台数を増やさない、減らす努力をするというようなことが起きておりま

して、実は札幌もそういう意味では特定地域という地域に指定をされております。特定

地域というのは供給が過剰すぎるというところで、全国 29の地域がございます。現在、

平成 27年度は、いわゆる規制緩和時に比べると約 20％台数が減っているのですけれど

も、札幌だけについて言うと、平成 19年に約 10％の減車をいたしまして、現在、特別

措置法の中で特定地域に指定を受けましたので、約 10％の減車をするべく、今事業者

が計画を持って進んでいるところでございます。 

 おそらく、特に札幌と比較して申し訳ないのですけれども、札幌はタクシーが多すぎ

る一方、地方に行きますとタクシー事業自体が成り立たない。１台、２台でも到底成り

立たない。５台でも成り立たない。村や町からタクシー事業者が撤退して、いわゆるタ

クシーという公共交通機関が地域に無くなってしまうという現象が起きているのが昨

今でございます。これは時代の流れであって、ある程度、仕方のないことかなと思うの

ですけれども、どうしても一極集中で札幌に集まっているというのが現状でございます。 

 ページをずっとめくっていただきまして、４ページ目でございますけれども、これは

輸送人員、いわゆるタクシーをどのぐらい利用しているかということでございますが、

平成２年、３年、いわゆるバブルのちょうどピーク時と比べますと、平成 27年で 9,035

万人。ピーク時には全道で２億 4,000 万ぐらい利用していたのですけれども、それが

9,000万人ということで約６割ダウンしているのが現状でございます。それに合わせて、

途中で平成 19 年とかに運賃の改定等々があるのですけれども、北海道全体のタクシー

の収入がどのぐらいあるかと言いますと、ピーク時、一番左側で 1,532億ぐらいの収入

がありましたけれども、昨年ぐらいになりますと約 700億ぐらいということで、先ほど

ＪＲさんが 800億円の収入ということだったので、タクシーも全道を合わせると、だい

たいＪＲさんと匹敵するぐらいの収益になっているのかなと思います。 

 ただ、この利用者の減少は、自家用車の増加と合わせると、まさに反比例をしている。

ですから自家用車の利用が増えて、タクシーの利用が減っているという傾向にあるので

はないかと思っております。 
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 あとは、６ページ目は事業者の規模を示しているのですけれども、右上のほうにあり

ますように 10両までというのが約 40％の事業者を占めていて、これは先ほど言いまし

たように地方の台数の少ないところの事業者の数が非常に多いということでございま

す。左にある法人の規模でございますけれども、資本金 3,000万円以上の会社というの

が約 10％しかないということで、非常に中小、小規模の事業者の集まりだということ

でございます。 

 資料には、「こんなことをやっていますよ」みたいなことが載っていますので、後ほ

どゆっくり見ていただきまして、最近はよくテレビなどでも話題になるのですけれども、

14 ページ目に防犯カメラ、ドライブレコーダーですとか、こういうものがずいぶんと

普及しまして、全道で言うと、だいたい７割ぐらいの車がそういったものを付けていま

すので、かなり防犯面だとか何か事故があったときの捜査の協力というか、そういうも

のに役立っているということでございます。 

 次に 18 ページ目に飛びますが、先ほどバス業界の話もございましたけれども、タク

シー業界、まさに労働集約産業でございまして、人件費の割合が全体の約７割ぐらいで

ございます。あと１割ぐらいが燃料代ということで、実は人件費が７割、燃料代が１割、

残りの２割で車を買ったり、いろいろなことをするということで、かなり経営的には辛

い事業者が多いということであります。 

 それから、タクシーの場合はご存じと思いますけれども、実は国の助成金とか、そう

いうものが一切ございませんので、全部、自賄でやらざるを得ないので、大変です。愚

痴になるのですけれども、昨今、非常に厳しくなっているというのが現状でございます。 

 次の資料、先ほどお配りした資料の乗合タクシー事例集というのがあると思うのです

けれども、ここで実は北海道で実際にある事例を四つほど取り上げております。一つは

東川町の乗合タクシーで、いろいろと書いてございますけれども、運行状況が、運賃が

均一 150円で、１日６人の運行回数をしている。ただ、これは当然、運行しているタク

シー会社で採算が取れるかというと、なかなか難しいことなので、東川町と、いわゆる

自治体とタイアップしてやっているという状況であるというふうに見ています。 

 それから、次の帯広市の相乗りタクシー。これも同じように相乗りタクシーを運行し

ていて、料金はここに書いてあるように 500 円ですとか、それから中心まで 400 円～

1,000円ですとかいうことで、タクシーというのは、どうしても地域の交通でございま

すので、できるだけ自治体の予算もございますでしょうから負担のかからないような運

行をタクシー会社と一緒に心掛けているという例でございます。 

 「のりタク」、米飯線というのですか、これは旭川の中央ハイヤーという会社が独自

で米飯地区というか、旭川の郊外と旭川を結ぶ運行をしている事例でございます。 

 それから、伊達でやっている「愛のりタクシー」といった例がございます。 

 こういった相乗りタクシーの事例というのは、道内に限らず全国いろいろなところで

やっておりますので、いわゆる地域の交通としての足ということを考えると、一番コス
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トをかけずにやるとなると、どうしても小さい車で有機的に動かすのが良いのかなとい

うようなことになろうかと思います。北海道は非常に広いので、全てを北海道ハイヤー

協会で網羅するというのは、なかなか難しいのですけれども、地元各地区にハイヤー協

会等々、あるいはタクシー会社等々がございますので、どうか自治体と連携しながら、

こういった事例を増やしていきたいと思っております。 

 それから１枚もので付いているもの、リーフレット、実はＡ４三折にしておりまして、

「大丈夫？ ライドシェア」という表題になっておりますが、これは昨今、話題になっ

ております、いわゆるライドシェアって何なんだと思われる方もいるかも分かりません

けれども、政府が実はシェアリングエコノミーというのを推し進めておりまして、その

一つの柱がホームシェア。これは民泊の推進で、つい最近ですか、法律も変わって、国

が民泊を法案整備して推し進めていこうということでございます。そしてシェアリング

エコノミーの、もう一つの柱がライドシェアでございますけれども、実はこのライドシ

ェアというのは、シェアリングエコノミーということで言うと、非常に何か有効な手段

のような気がするのですけれども、一番の問題は、裏側の「タクシーとの違い」という

ところを見ていただければお分かりいただけるかと思います。例えば、ライドシェアを

やる事業者は、おそらく北海道ではあまり馴染みが無いと思うのですが、アメリカ等で

は Uber（ウーバー）という会社がアメリカ中でサービスをやっております。 

 タクシーとの違いは何かというと、運行に関しての責任を負うか・負わないかという

ことが一番大きなところだと思っております。下で「ライドシェアの契約関係」と書い

てありますけれども、ライドシェアというのは利用したい人、それから自家用車で乗せ

ても良いですよという人を、簡単に言うとスマホのプラットフォームで結びつける。こ

こで一番問題なのは、もし事故があったときに誰が責任を負うのかということなのです

けれども、現在、ライドシェアを一番多く運行している Uber社は、「運送に関しての責

任は、お互いの自己責任です」と。ですから、仮に乗客が事故にあっても、それは全部、

ドライバーの責任です。あるいは、日本ではあまり無いと思いますけれども、ドライバ

ーがお客さんに襲われるだとか、そういうことがあっても、お互いの自己責任です。「一

切の責任は、我々は仲介をする事業者なので、負いません」と。ここら辺が一番問題な

ので、「大丈夫？ ライドシェア」と書いていますけれども、現在、国土交通省では、

こういった安全が担保されないということで、こういったライドシェアについては原則

禁止をしております。 

 ただ、最近、ライドシェアでも、皆さんもお聞きになったかと思いますけれども、例

えば天塩町が、稚内に行くのに「notteco（のってこ）」という会社と連携して取組を行

っています。「notteco（のってこ）」という会社は、どういう会社かというと、いわゆ

るヒッチハイクを仲介するような会社です。普通はヒッチハイクって、手を上げて止め

るのでしょうけれども、ヒッチハイクをいわゆるスマホのアプリ上で結びつける。だか

ら、例えば、「明日、何時に稚内に行きたい」という人がいたら、「良いですよ、乗せて
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あげますよ」と。ただし、Uber と違うのは、国交省はガソリン代程度の実費負担であ

れば有償運送ではないとしているので、今の道路運送法上、有償運送ではないというこ

とです。 

 それからもう一つ。今も増えてきて、私ども業界として非常に心配しているのは、

Justavi（ジャスタビ）という会社、そういう事業がございます。どういうものかとい

うと、レンタカーと、レンタカーを運転する人を結びつけるというか、国土交通省は、

レンタカーと人を一体にして提供することは、これは白タク行為だからダメだというこ

とを言っているのですが、利用客がレンタカーを予約し、それを運転する運転手は別に

予約します。そういうサイトがあるのです。そういったものを別々に手配する分につい

ては、白タク行為には当たらないということで、現在、沖縄、北海道、東京などでサー

ビスが展開されているのですけれども、非常に我々業界としては、これから増えるイン

バウンドに対してのサービスが、我々業界が脅かされるということではなくて、先ほど

言いましたように、もし何かあったときの安全が担保されない。ここが一番問題なので、

そこら辺については新しいサービスが出てきておりますけれども、今後の大きな課題か

なと思っています。 

 以上で、タクシーの現状と地域交通等々についてのお話を終わります。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、意見交換に移りたいと思います。この前の議題で、事務局からこの会議で

の議論の方向性ということについてもご説明いただきました。そして、いま交通事業者

さんから話題提供ということで、今回は公共交通を中心とした意見交換を行っていきた

いと思います。 

 今の話題提供を聞きますと、特に地方部では非常に厳しい状況というのが認識として

は共有出来ると思うのですが、2030 年度に向けて長期的に見るべきこと、あるいは、

今やらなければいけないこと、あるいは、それぞれの交通手段に対する議論もあります

し、交通手段間の連携とか、あるいは相互補完といった観点もあるかと思いますので、

これらの観点から委員の皆さまからご意見をいただければと思います。 

 また、いま話題提供をいただいた事業者さんに対するご質問があれば、その中でご質

問いただければ随時答えていただくという形で進めていきたいと思います。 

 それでは、まず石井会長からお願いいたします。 

 

（石井会長） 

 口火を切らせていただきます。最初に意見というよりは、折角、今日、各事業モード

のご説明をいただいて、航空だけ、別に小委員会がございますので、今回ご説明がなか

ったということなのですけれど、ＪＲさんに関しては、現状のご報告はそれなりに私ど
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もも認識しているつもりなのですけれど、そろそろ、個別線区の議論、むしろ方向付け

に対しても重要だということで、経営全体の持続性確保に向けた議論を社内的にしてい

ただいて、外にも出していただくことを、ぜひ、この場でということでは決して無いの

ですけれども、そろそろお願いしたいと思っております。 

 それと、バス事業については、一部ご説明がございましたけれども、全体で減少して

いるというようなことですけれども、都市間バスというのは着実に増加されていて、た

ぶんある種、二極化されていて、その状況なり要因というものが全く違うと思うのです。

成長部分を持っておられることに関して、きちんと説明や開示をしていただいて、ある

種、そこをベースにどこまでどう出来るかみたいな議論が、方向付けをするときに重要

になると思いますので、どこかでご議論をお願いしたいと思っております。 

 ハイヤー、タクシーに関しては、いろいろご指摘があって、Uber 型サービスの問題

でもご指摘がございましたけれども、逆に中小自治体で現実にタクシー・ハイヤーサー

ビスが使えなくなっているということに、どのように対処されるのかということに関し

ては、業界サイドでのある種、責任ある方向付けも必要ではないかと。むしろ無いと、

きめ細かい地域公共交通機関の確保ということの議論にならないので、その部分につい

ては、是非、どこかで論点としてご指摘をいただければありがたいと思っております。 

 全体をとおして言うと、一つはネットワークのあり方というのは、議論はある程度、

必要であり、昨年も幹線、広域、市町村くらいで一応整理したのですけれども、では幹

線とはどこまでが幹線なのかの議論は十分出来ていないということで、現実のネットワ

ーク、時代の変化で人口減少等マイナス要因だけではなくて、プラス要因もいくつかあ

ると。そういうものを踏まえて、新しいネットワークのまさに幹線とはどういう意味づ

けをするのかという議論を、ぜひ、これからやりたいと思っております。私自身はやは

り、むしろプラスに上手に受け止めて議論したいと思っております。 

 今のことにも関連するのですけれど、もう一点は公共交通というものを基本的にサー

ビスと捉えると、サービスのあり方、どうあるべきかという議論も現実には必要ではな

いかと思っております。 

 とりあえず、いまお示しいただいた方向性のところで、例えば、国内外の人流・物流

の大幅な拡大を支える交通・物流ネットワークという提示がある訳ですけれど、当たり

前に言ったら大幅に拡大する保証は何もない訳でございますので、むしろ逆に言うとサ

ービスの効率化みたいなことを、それぞれのモードで目指して、そのことで交流人口増

加が図られないと。本来の効率化が果たせないということは、サービスが維持出来ない

という、むしろ、鶏と卵のある種、連鎖の関係があるのではないかいうことで、それぞ

れの部分での効率化をどう図れるかということについても、ぜひ議論させていただきた

いと思っております。 

 バス事業者さんのご説明でも、事業者数がむしろ増えているというご説明がございま

したけれども、状況から言うと、もう少し広域的な経営を担う様な枠組みをなんとか作
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れないかとか、バスの設備をある種、共用化できないかとか、むしろ事業者の中での連

携・調整みたいな議論を上手くやっていかないと、なかなか、特に地域内の路線維持で

難しい面があるのではないかと思っております。 

 物流なども、これから次回以降、議論が始まってくると思いますが、北海道の農産物

は非常に季節の繁閑があり、十分対応していない側面があって、そういうものが物流に、

ものすごく負荷がかかっている現実もございますので、そもそもサービスを効率化する

ために何が必要で、どうそれぞれの主体が頑張なければいけないかという議論を、ぜひ

したいと思っております。 

 最後に、特にＪＲの個別線区の見直しの議論がなかなか進んでいるようで進んでいな

い側面があるのだと思いますけれども、地域それぞれが主体的に関与するということに

関して、私は状況をみると非常に意識が弱いのではないかという認識を持っております。

その部分については、我々サイドも啓発する形で、むしろ各地域の主体的な力を何とか

こうしていかないと、なかなか結果的に公共交通を維持できる形にならないのではない

かというところを、もう少し具体的に議論したいと思っております。 

 ちょっと長くなりましたが、以上でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。 

 今の事業者さんに対するコメントに対する発言があれば、それは後で一括してお受け

したいと思います。個別にやってしまうと時間が無くなってしまうので。 

 では、吉見先生、お願いします。 

 

（吉見委員） 

 私からは今日は最初ですので思いついたことから広めにお話ししたいと思います。 

この公共交通全体を考えたときに、まず、今回の資料２－２などにもありますけれど、

人口減少という前提があり、とりわけ北海道が特に人口減少が進んでいるというという

ことからスタートしている訳ですが、ただ、本当にそれでいいのかということがあると

思います。なぜならば、日本国としてはどこかで人口減少を止める、増やすということ

が国策のはずであります。更には、北海道においては交流人口を増やしていって、北海

道の経済を大きくしていくのだということも政策としてある訳でありまして、この二つ

の政策が本当であるのであれば、人口減だからといって公共交通を縮小の方向に向かっ

て施策を進めることは誤りであります。 

 すなわち、人口はどこかで増える。あるいは交流人口も増えるということは、公共交

通を利用する人も増えるということが、どこかであるはずだということです。 

 ただ、日本国の人口減の対策がことごとく失敗するとか、あるいは外国からお客さん

がもう来ないということが前提であれば、話は別であります。 
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しかし、そうではないということを前提にするのであれば、北海道においても、やは

り公共交通を利用する人たちがどこかで増えていくし、増やしていくのだということを

念頭においた上で議論することが必要なのだと思います。 

 特に平成 42 年度、北海道新幹線札幌開業ということを念頭においた形で考えねばな

らないと私はまず考えているところであります。 

 その上で、公共交通はどうあるべきかと言うのは、一口で言えば、便利にしなければ

いけないと思います。はっきり言えば、まだ、便利さが足りないと言うことです。どう

便利にするかという時には、資料２－２にありますような結節点を増やしていく、シー

ムレス化を図る、ストレスフリーにすることは極めて重要なことであろうと思います。

そのために、資料２－２にありますように、取組の中には、前例にとらわれない大胆な

発想であるとか、様々な交通モードを協力・連携させていくことが絶対的に必要になり

まして、ここが鍵になるだろうと思います。 

 この後は、個別のことで少し話をしますが、おそらくそれは出来ないとか無理だとか

いう話がすぐ思い浮かべられると思いますが、そこは北海道の努力で乗り越えていくこ

とが必要なのではないかと思います。例えば、シームレス化という観点では、いかに公

共交通モード同士を連携させるか、乗り換えの時にお客様が歩かないですむか、雪に濡

れないですむかということを実現しなければなりません。その中では、例えば駅の中に

どうしてバスやタクシーが乗り入れてはいけないのか。駅の中とはホームの上も含みま

す。ホームの横でも結構です。なぜ、わざわざ駅舎を通って外まで出て行かなければな

らないのかとか、そういったこともありますでしょうし、あるいはダイヤにつきまして

も、それぞれの事業者さん、バス、鉄道、そういった方々がそれぞれにダイヤを組むの

ではなくて、きちんと連携が組めるようなダイヤを協力して作っていかなければならな

いと思います。 

 そのための情報連携が必要ですし、バスや、あるいはタクシー事業者さんからもお話

がございましたが、どこをどう走っているかの情報提供、これは、明らかに日本は遅れ

ています。東ヨーロッパ諸国であっても情報提供は当たり前であって、これほどバスが

いまどこを走っているかがわからない国は先進国ではあり得ません。ですので、今更そ

れを整備するのは、もう遅いと思います。今の時代では、むしろスマートフォンやＧＰ

Ｓ機能を利用して、新たなあまり大きな投資をせずに実現することを考えなければなら

ないと思います。また、お客様の輸送ということで、既にタクシーが乗合タクシーのよ

うなことを行っているというお話もありましたし、あるいはバスが貨物輸送をする例も

道内にもありますけれども、逆に言えば、例えば、トラック事業者がお客を輸送しては

いけないのか。トラック事業者がバスを運行してはいけないのか、とか。あるいは、乗

合タクシーも長距離の乗合タクシー、小さな町から他の大きな町に高速道路を経由して、

長距離輸送をするような高速バス的なタクシーはあり得ないのかとか、そういったこと

も考えるべきかという風に思います。あるいはデマンド交通、お客様の要望に応じて、
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場合によっては家の前までということですけれども、これも、例えば、地域のバスだけ

ではなく、都市間高速バスではできないかとか、もちろん高速道路上は無理にしまして

も、高速道路を出た後の一般道ではできないのかでありますとか、あるいは鉄道も駅で

はない場所で乗客を乗り降りさせられないのかとか、そういったような従前出来なかっ

たことを考えていくことが必要だと思います。 

 さらには運賃の面でも、とにかく外国のお客様が驚くのは日本の公共交通の運賃の高

さ。事業者ごとに運賃を払わなければいけないという矛盾。そういったことが大きな問

題としてありますし、あるいはＩＣカードがこれだけ普及している中で、まだまだそれ

の利便性が低い。ご存じかと思いますが、オランダでは国内で全ての公共交通がＩＣカ

ードでなければ乗れなくなってしまいました。現金では乗れないのです。ある意味では、

そういうところまで思い切った施策ということが必要かもしれません。 

 諸々申しましたけれども、こういったことを考えるためには、こういったことを考え

るための統一的な検討体というものが、私は必要だと考えております。日本あるいは北

海道ももちろんですが、欠落しているのはそこでありまして、いまのような様々な事業

者が横断的に、場合によっては自分の利害を捨てて、全体の公共の福祉と言いましょう

か、交通利便性を高めるために協力し合うといった様な恒常的な検討体といったものが

存在していないことが、一番の問題であろうと思っております。 

 この会議も、本来はそういう役割が期待されているかもしれませんが、恒常的にそれ

をやることは難しいものであり、場合によっては検討体を発足させて、そこで今言った

ような様々な検討を行うということが必要だろうと思っております。 

 この中には、当然ですが現在の制度では無理、あるいは制度を考え直さなければいけ

ないというものも含まれてくると思います。それを含めて、まさに前例にとらわれない

発想で臨まなければならないかなと思っております。この点、北海道はエリアが広く非

常に大変な地域であるということもありますが、一方で、北海道という一つの組織と言

いましょうかエリアになっておりますので、道庁も一つでありますし、国の出先の諸機

関も北海道にそれぞれあるわけでありますし、鉄道会社もＪＲ北海道という一つであり

ますし、北海道でものを考えられるという、やりやすさもあると私は考えております。

ですから、このような公共交通をいかに便利にしていくか、そして、お客を増やしてい

くかという全く新しい発想での先進地域にするということが私は可能であろうし、そう

いう意味での先進地域になり得る北海道であろうと考えております。ぜひ、その様な、

前例にとらわれない、これまでにない発想も含めて考えていかないと、なかなかこれか

らの平成 42 年までの期間といえども乗り切れないと思っているところです。私からは

以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。 
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 それでは、続いて自治体委員から、まず米沢委員お願いいたします。 

 

（米沢委員） 

 ちょっと離れるかもしれませんけれども、新幹線の札幌延伸の話もございましたけれ

ども、結局、新幹線が来たらという議論ではなくて、ここはどうしたいから、そこが繋

がったらどうなるという議論をしっかりやるべきなのではないでしょうか。路線が繋が

っていたらこうだではなく、皆さんやっているのですけれども、この地域はどうやって

その地域の価値を、また、魅力を高めていくのかということがまず必要だと思っており

ます。その上で、どことどこを繋いだら、どれだけの価値が生まれるのだとかというこ

とのネットワークではないかと。 

 いま、吉見先生からお話がありましたが、人口減少だからとネガティブな方ばかりで

はなく、プラスに働くところというのは、どことどこの地域を、今までとは違った組み

方をさせたらどうなるのであろうかと、そういう視点が必要なのかと思って伺っていま

した。そうやって考えていくと、地域の連携ですとか、今までと違った視点で眺めてい

かなければならないのではないでしょうか。全部、札幌集中で札幌からどこどこに繋ぐ

にはという流れでの思考になっていると思います。しかし、そうではなくて、私は道東

の方にいますけれども、道東と道北の旭川との間が３時間も４時間もかかる。こんなこ

とで良いのかということ。そんなところに関わってくる訳です。 

 ですから、もう一回改めて、中核都市間のネットワークの強化というのを前回もお話

させていただきましたが、経済圏であったり、将来の経済価値であったり、優先順位を

付けずに投資していって良いのか。あそこもここもみんなというのではなく、本当は北

海道の中でも優先順位があるのではないでしょうか。 

しかし、今はどちらかと言えば道北で一つ、道東で一つ、道南で一つと全体をバラン

ス良くなんとかとやっているのではないかと思うのです。今月末から東京に行って、い

ろいろな地域の期成会が、お願いに行きます。国の方は、北海道はどこが最初に欲しい

のだろうと疑問に感じると思うのです。でも、そこに北海道は介在していませんから、

それぞれ十勝は十勝地域の期成会、オホーツクはオホーツク。ですから、そういう面で、

極端な言い方をしますが、ネットワークづくりの時に北海道の中での優先順位を勇気を

持ってやったら、付けられるのではないでしょうか。均衡ある発展、本当に可能なので

あろうかと思います。 

 それから、私は経済学者ではないので分かりませんけれども、本当にいつまでも今と

同じ状況の経済状態は続くのだろうか。いつでも毎年同じような投資ができるのでしょ

うか。オリンピックまでは何とかいきそうな感じがしますけれども、その先は分からな

い状況の中で、本当に限られたお金をどう投資していくのか。ネットワーク化というこ

とをしっかり考えていかなければならない中で、それを踏まえたいわゆる交通モードの

検討ということが必要ではないかと思います。 
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もやっとした話になって申し訳ないですが、そんなことを考えておりました。 

 

（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。 

 

（山下委員） 

 私は何点か資料２－２を見ていて、今後、具体的な議論がされていく中で、こんなこ

とをお願いしたいとか、こんなことを考えてみましたということを発表させてもらいた

いと思います。 

私のところの地域、オホーツクの課題で言えば、高速道路が繋がっていないとか、女

満別空港はありますが、まだまだ国際線が通っていないとか、乗降客が少し少なくなっ

てきていて地域で頑張っているとか、さらには、ＪＲさんのことで言えば、石北線、釧

網線は、なかなか単独では維持できない。そういう中で議論をしていくに当たって、先

ほど、米沢市長からもお話がありましたように、札幌からそこにどうやって繋ぐかとい

うことをよく言われます。一方で、交通網の話をすると道路をつなげてくれとか、飛行

機を飛ばしてくれとか、ＪＲの線路を維持してくれとか、どちらかというと遠隔にある

地域だけの問題のことのようで、その地域が頑張って発想豊かにいろいろと提案をすべ

きだとか、もっとそこが利用すべきだとかいうような議論が何となく多いような気がす

るのです。しかし、実際には北海道の中で言えば、道央圏と私どものような道東圏を結

ぶ両方の地域の方々が利用しているということから考えると、北海道全体としての議論

にもっていかなければならない。脆弱な交通網になっている地域だけの問題ではないと、

そのようにしっかりと押さえて議論をしていくことが必要ではないかと思います。 

 一方で、北海道と首都圏ということを考えると、そういった人たちをどうやって受け

入れていくのかということももちろんありますけれども、全体として、こちら側だけの

問題ではなくて、その人たちをどうやってこちらに運んでくるか。そんなことは国全体

として施策の中で考えていただくこと。それを私どもは敏感に感じ取って対応していか

なければならないのではないかと一つ思っております。その前提を確認しながら進めて

いくべきではないでしょうか。 

 もう一つは、地域公共交通というところから少し外れるのかもしれませんが、それぞ

れの航空、船舶、自動車、列車、そういったものに乗る楽しみというのでしょうか。そ

ういった視点も必要ではないか。公共交通と言うと、必要に迫られてそれを使わざるを

得ないとかそういうことではなくて、移動の手段として楽しみをもって、そのものを選

択するという視点もあっても良いのではないか。 

 昨今、どこの事業者の方々も経営的には大変ということで、経費を縮小する中で、そ

ういうところの視点というのは、どうしても削減されていくというか、そこに係る投資
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というものについては縮小されていく傾向にあろうかと思いますが、乗ってはみたもの

の、使ってはみたものの、乗っていて、あまり楽しくないなと。次からは別のものにし

ようというような視点ばかりでは、いかがなものかなと。投資は当然かかるものとは思

いますけれども、乗る楽しみというものを喚起させるような、そういう公共交通という

ものを目指しても良いのではないか。どこかのＪＲさんがやっているような豪華列車だ

けをどんどん走らせるという発想ではありませんけれども、乗っていて個性的なハイヤ

ーならハイヤーの、バスならバスの、ＪＲや航空機も含めて、いろいろなサービスや面

白さ、そういうものを考えるというのも、一つあっても良いのではないかと思いました。 

 また、道路のことで言いますと、北海道で、いろいろなところに道の駅ができており

ます。昨今は、そこを物流の拠点にしてはどうかという意見もありました。そんな中で、

道の駅をどうやって連結させるかということも、道路に関わる交通の体系としてはある

のではないかなと。そういう発想も一つ必要ではないかと思っております。 

 また、今回の資料を見ていて思ったのですけれども、私どもの地域は道東の遠隔地に

ありますので、道路の整備がなかなか出来ていない。高規格幹線道路の整備を要望する

ときには、２環状８放射という言葉を使っておりました。一つ大きく札幌を出まして旭

川から遠軽、そして北見、帯広を経由して、また札幌へ一回りする。その大きな環状と

道南を一つ回る環状。さらにそこから派生する８放射ということなのですけれど、今回

の資料では遠軽と北見の部分が連結されていないような資料でありました。そういうこ

とを考えると、ぐるっと一回りできてこそ交通網だという発想がありますし、各道路の

整備期成会などでは、そういったことをベースにいろいろな要請活動をしていると思い

ますので、そこをしっかりと合わせる必要があるのではないかなと思ったところであり

ます。 

 最後に一点、資料２－２で外国、国内外との関係もいろいろ出てきておりますけれど

も、外国のことで言いますと主にアジア圏ということで書かれていますが、北海道の位

置を考えると、当然、アジアの宝としての北海道もありますけれども、一方では北方四

島を抱え、ロシア極東地域と近い。こことの交流を単に東北、北陸の府県に任せておく

だけではなくて、北海道としてしっかりと位置付ける中で、そういった方々の流入も含

めた施策というものを 2030 年であれば特に考えていくべきではないでしょうか。そこ

のところはしっかりと文言として入れておくべきではないかなと、そんな印象を受けた

ところでございます。 

 ２回目以降、こういった議論がされていくことになろうかと思いますけれども、そん

な視点なども事務局としていろいろ精査していただければありがたいと思っていると

ころでございます。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。最後の二つのことについては、事務局で検討して資料の反
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映をさせていただきたきたいと思います。 

 続いて三宅委員、お願いできますでしょうか。 

 

（三宅委員） 

 まず前提として申し上げたいのは、資料 2-2の「新たな指針の策定に向けた課題と方

向性の整理」に書かれているとおり、いくつかの環境変化があるわけですが、航空分野

で言いますと、インバウンドの増大や LCCビジネスの拡大といったものが、この期間の

環境変化としてあると思います。いずれも機会として与えられた環境変化ですが、その

流れに乗ってビジネスチャンスとして活かせるかは、北海道にいる我々の取組み次第で

あると受け止めています。 

 石井先生や吉見先生がおっしゃったように、できるだけ前向きに受け止めて、ネガテ

ィブにならないように気持ちを高めていきたいと思いますが、人口減少が進むなかで、

インバウンドや LCCといった機会があったとしても、交通ネットワークを保っていくこ

とはそう簡単ではない。ＪＲをはじめとする他の交通モードからも、いろいろ苦しいご

報告があったのと同様に、航空分野でも前回も申し上げたとおり関係者全員が相当知恵

を絞って協力をして取り組む必要がある。そういうものの前提になる交通政策に関する

指針であると思っております。 

 その上で、簡潔に４点、盛り込んでいければ良いなということを申し上げたいと思い

ます。一点は、航空モードだけ、別の小委員会が立っているものですから、実務的なこ

とですけれども、その航空の小委員会の議論を全体感のある交通政策に関する指針にど

う盛り込むのかに関しては、ぜひ、うまく執り進めていただきたいと思います。 

 二点目は、前回の審議会でも申し上げたとおり、定住人口が減るわけですから交流人

口を増やして、それで路線を維持・拡大していく。こういうことでありますから、地域

と地域の間の経済交流だとか、地域間交流が大変大切ですので、北海道としてどの様に

道外地点との経済交流、地域間交流を図っていくのかということに対しての諸施策が、

交通施策に関する指針の中でも必要だと思います。 

 三点目は、インバウンドも含めた交流人口の拡大という面で、観光政策との連携が、

これまで以上に非常に重要であるということです。私は観光審議会の委員もしておりま

すが、観光の方も今年で一つの中期計画が終わって、来年から新しい中期計画策定の議

論が進んでおります。この交通の指針と観光政策がしっかりと横で連携されていている

必要があるのではないかと思っています。 

 最後に四点目は、当たり前ですが、様々な交通モードとの連携が重要であると思いま

す。これからの北海道、道央圏のみならず面で捉えて幅広いネットワークを築いていこ

うという時に、当然、航空だけ・空港だけではその展開ができないわけですから、空港

から先の、いわゆる二次交通でありますけれども、ここの部分の様々な交通モードの連

携について、どのように各事業者間を、自治体も含めてつないでいくのかというところ
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に資する指針であるべきと思っております。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） 

 私の方からは海運の視点ということで、今ずっと話をお聞きしていると、どちらかと

いうと人の流れになるかと私はイメージしたのですけれども、海運は、大量貨物、もち

ろんフェリーもありますが、大量貨物輸送ということで、人の流れと同時に貨物の流れ

というのは大変大事なものであると考えております。 

 北海道というのは、私ども海運業で考えますと、農産物であったり、工業品でいいま

すと、製紙会社の紙の輸送。農産物であれば季節波動があります。製紙会社さんの紙の

輸送で言うと、ペーパーレス化が進む。それから、先ほど来からいろいろと話がありま

す少子高齢化。モノの消費が減っているという中で、北海道の特徴を活かして交流人口

が増えることによって、さらにモノの流れを増やす、モノの流れを安定的に作るという

ことによって、北海道の発展が進むであろうと考えており、少しでもモノの流れを安定

的に、必要なときに、いつでも運べるというような体制を作ることが、北海道にとって

大事なことであろうと感じた次第であります。 

 今までの流れとちょっと違う意見になってしまったかもしれませんけれども、海運か

らは、そのようなイメージを受けました。以上でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございます。次回が物流に特化してきますので、そこで改めて議論出来る

かと思いますが、野村委員、次回に向けてでも結構ですので、ご発言いただけますか。 

 

（野村委員） 

とりあえず次回に取っておきますので、人流ということでいろいろと意見を聞いた中

で、個人的な意見でよろしいですか。 

 いろいろと聞いて、吉見先生の話は大変賛同したわけでございます。私は兵庫県生ま

れで、18 歳まで兵庫県にいました。26 歳から北海道にずっと住んでいます。高校２年

のとき、ＪＲで兵庫を出発し函館から道央・道東まで、ぐるっと回りました。外国人旅

行者もそうでが、本州の方にも北海道の魅力というのは、絶対に素晴らしいものがある

と思います。春夏秋冬、それぞれの四季がはっきりしているのが、世界的にない北海道

の魅力であると思います。それぞれの目的に応じて観光客がスムーズに回れるようなル

ートを、ＪＲは長距離を短時間で結ぶというメリットがありますし、バスは中長距離や
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ＪＲの路線がないところをめぐるというメリットがありますし、タクシー・ハイヤーに

ついては、細かな街中をめぐれるといった強みがあります。それぞれの分野で競争しな

いで、補完出来るような、待たずに繋がるようなダイヤを共同でつくっていけたらと思

います。 

地方の人については、例えば、豊富や天塩から稚内の病院に行く場合の移動について、

可能であれば病院でアンケートをして、どこから来ているとか、また、旅行者が何を見

に来ているとかいう情報を得て、その住民や旅行者のニーズに応じて、何々方面への病

院行きは地元のタクシーで乗り合って駅まで行き、ＪＲと組んで病院に行けるようなダ

イヤが出来れば一番良いのではないかと思います。 

 また、私の経験ですけれども、富山駅はＪＲ駅構内に市電が入ってきています。びっ

くりしたのですけれど、本当に駅の構内から市内電車が出る。今から駅を改修する訳に

はいかないでしょうけれど、そうしたアクセスの便利さというのは、ぜひとも札幌駅に

新幹線が出来たら、アクセスという面で検討していただければと思います。 

 あと、大胆な発想という面でも、ウーバーは素晴らしい発想だと思います。ただ、そ

こについては先ほどおっしゃったように誰が責任を持つかという部分で不明確であれ

ば、そこを明確にすれば、日本に溶け込んだ形で、もっと活用されるのではないかと思

います。その点で我々トラック業者も規制に守られているというか、規制と緩和の両挟

みになっている訳でありますけれども、大胆な緩和という部分では、先ほどおっしゃっ

たように過疎地で、バスに貨物を載せるということ。トラックに人を乗せても良いとい

うことに法律が変わりそうです。ただし、二種免許がいるとか、運行管理者も旅客用の

運行管理者がいるのではないかと思われます。それは車両設備や安全面、もちろん安全

性は十分に配慮して事業を行わないといけないとも思いますけれども、緩和として一歩

進んだのではないかと思います。地方にもトラックが走っていますから、そこに例えば

旭川から稚内まで行くトラックがいれば、スマホを利用してお年寄りが簡単に乗れるよ

うになれば良いのではないかと思います。 

 あと、北海道はいろいろな面で魅力があると思います。先日、連休で函館に行ってき

ました。３人だったため高速道路を利用しましたけれども、大沼公園まで繋がっていま

す。その夜、函館山の夜景を見ようと家族で行きましたが、ホテルから出発するのにバ

スがあり、一人 1,400円でした。うちは３人で行ったものですから、バスで行ったほう

が安いのですが満員になっていました。それで貸切タクシーで 5,500 円で行きました。

帰り道、昔のことを思い出してタクシーの運転手に「ハリストス正教会が近くにありま

すよね」と言うと、そこに行ってくれました。そういうサービス面で、観光客にも優し

いという面で努力してもらいたいと思います。また、トラピスト修道院というのは初め

て行きましたけれども、そこの景観が素晴らしかったという部分と、川田男爵（かわだ・

だんしゃく／※川田龍吉）の本を読みまして、川田資料館というのは閉館でしたけれど

も、埋もれた部分の町の観光や歴史を宣伝広告していけば、もっと魅力を分かっていた
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だけるのではないかと思いました。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。 

 髙橋委員、いかがでしょうか。 

 

（髙橋委員） 

 ＪＲ貨物の髙橋でございます。物流関係ということでは、次回、またきちんとお話を

させていただきたいと思います。 

 今日は人流中心のお話だったと思うのですけれども、人口減を背景にしているという

面では、人流も物流も共通の悩みがあるのかなと考えています。私どもはＪＲ北海道さ

んの線路をお借りして走らせていただいているということで、共通のインフラを使って

いる訳でありますし、あるいは人口減の中で、輸送量の減が発生してくるので、どのよ

うに対応していくのか、また人手不足に関しても同じ悩みがあるのかなと感じておりま

す。そういうところも解決するような方向性が見えればと考えております。 

 次回お話しするということでは、私どもの内部も含めてお話をしたいと思っておりま

すけれども、本州と北海道を結んで物流の一旦を担わせていただいている訳ですけれど

も、リードタイムやそういう面で鉄道を使いたいというお客様も多いのですが、先ほど

石井先生がおっしゃった季節波動の悩み、あるいは片荷輸送になりがちといった辺りを

どうやっていくべきかという悩みを持っております。 

 鉄道事業はずっと赤字であり、ようやく昨年度黒字に転換したのですが、それでも順

風満帆とはとても言い切れないものがありまして、どのように効率化を図っていくかと

いうところが非常に課題であると感じております。採算がとれない部分もデータ等も示

しながら話が出来ればと考えておりますので、次回以降、また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。 

 物流に関しては次回、また集中して議論させていただきたいと思います。 

 それでは時間も無くなってきましたけれども、小山委員、中木委員、今井委員、もし、

いままでの意見に対してコメントがあれば、お受けしますが。 

 では、小山委員から。 

 

（小山委員） 

 今後の議論展開として、先ほどご説明のあった資料の中にもありますが、一つは防災

の観点、特に最近いろいろと災害が発生しますし、一昨日も道南で集中豪雨により１日
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列車が土砂流入で不通になりました。昨年も石勝線で３ヶ月間、特急列車が止まるとい

うことで、今まで以上に災害が多く発生する。加えて、国の防災の基準が非常に高まっ

ている。耐震の問題も含めて、かなりいろいろなことをやっていかなければいけない。

そういう意味で、交通を維持するためのコストが、今まで以上にかかるようになってき

ているという観点が一つ必要かと思います。 

 加えて、先ほど皆さんからもお話がありましたが、人材の確保が非常に厳しくなって

いるということで、交通事業者としては、当然、365日、朝から深夜までお客様やモノ

を運ぶことを商売としてやっておりますので、それを担う人材を集めるのは非常に厳し

い時代になっていることで、給与面ばかりではありませんけれども、そういった意味で

のコストも上がっていくということで、先ほど来からお話のあるように、これをどうや

ってうまく結び付けていくか。あれもこれもと求めるような時代ではもうなくなってき

ているのではないかと。最も適切な交通をどう組み合わせていくかということをしっか

りと考えていかなければ、交通事業全体が成り立たなくなる恐れがあるということ。こ

れらも踏まえた議論を、ぜひお願いしたいと思っております。 

 

（岸座長） 

 他、いかがでしょうか。 

 今井委員、お願いいたします。 

 

（今井委員） 

 先ほど、石井会長から、空白地区にタクシーがないとかの話がありましたが、できる

だけ乗客の安全・安心を考えると、道内すべてを緑ナンバーで網羅したいと思っている

のですけれども、例えば個人タクシーなどは人口 10 万人以上じゃないとダメだという

ことがございます。私見でありますけれども、例えば地方で兼業しながら、何かの資格

をクリアすることは前提ですが、個人タクシーみたいなものがあっても良いのではない

か。 

 それから、現在もタクシーがないような地域については、白ナンバーで道路運送法上

許されている自家用有償運送制度や、過疎地有償運送制度、これは運送の責任の主体が

地方自治体ですとか、そうしたところを明確にしなければならないということでござい

ますけれども、先ほど資料が無かったので言い忘れたのですけれども、こういったこと

などの活用も大いに図られるべきではないかと思っています。 

 吉見先生がおっしゃったように、長距離の乗合タクシーも十分考えられる交通モード

だと思いますので、その辺りも含めて幅広く、いろいろな交通モードで議論いただいて

はと思います。 

 

（岸座長） 
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 ありがとうございました。参与機関の皆さま、ご意見がございましたらお受けしたい

と思いますが、いかがですか。 

 

（倉内参与） 

 開発局の倉内でございます。細かいことを言うようなのですけれど、資料の２－３（Ｐ

８）の中にもあるのですけれど、ＪＲのお客が減少したのは、高規格幹線道路の延伸が

（直接的な）理由であるように言うのはやめた方が良いのではないかということです。

あまり正確ではないような感じもありますし、この議論は高規格かＪＲかという、そう

いう選択の問題ではなくて、たぶんこの議論をし始めると、道民にとって良い議論には

ならないのではないかと思うので、一言だけ言わせてもらいました。 

 

（岸座長） 

 重々理解した上で進めていきたいと思います。それぞれの主体の言い分というのはあ

ると思うのです。ただ、最後にどうまとめるかということについては、皆さんの意見を

参考にしながら合意したものをまとめていく形になっていくと思いますので、必ずしも、

ある主体が言っていることが、この会議全体の意見ではないということで、これまでも

そうやってずっと議論してきましたのでご理解いただければと思います。 

 では、時間がちょっと過ぎてしましましたけれども、いろいろな視点から意見が出て

きました。改めてまとめることはしませんが、おそらく計画論的な見方と制度論的な見

方と運用論的な見方という三つの見方があるのではと、私はいつも思っているのですが、

計画論で言うと、あるべき論をどんどん議論していきましょうと。それは今日の議論の

中でも出てきましたが、マイナス的なところではなくて、既存の枠組みでとらわれない

ようなプラスのところとか、あるいは将来の前向きなビジョンとどうやって絡めるかと

いうのが必要なのかなと思います。一方で、事業者にしてみると運用論で見るとコスト

が非常にかかってしまうというのは、現実問題として目を背けることはできなくて、で

は、それをどうやってクリアしていくのか、解決していくのか、乗り越えていくのかと

いうところは、おそらくモード間の連携・補完という形のところも出てくるのかなと思

います。 

 ただ、それが今日の意見の中でもいっぱい出てきましたけれども、既存の規制の枠組

みの中で出来ない部分もあって、その規制を変えることが出来るものなのか、あるいは

できなくて、規制の中でどのようにやっていくのかという形の中で、まとめていくこと

になるのだろうなと思います。最終的には、将来の北海道のために前向きに、どうやっ

て持続可能な交通体系を作るかというところは、皆さんの共通の認識として次回以降、

また議論させていただければと思うので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、その他が残っているのですが、何かございますでしょうか。 

では、以上で今日の議論は終わりましたので、最後、事務局にお返ししたいと思いま
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す。 

 

（大内局長） 

 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。 

 次回の会議日程については、改めてご案内させて頂きたいと思います。本日は、どう

もありがとうございました。お疲れ様でございます。 


