
1 

 

第６回地域公共交通検討会議議事録 

日時：平成 29年３月 28日（火）15:30～17:00 

場所：ロイトン札幌 ２階 リージェントホール 

 

 

（千葉課長） 

 定刻となりましたので、ただいまから地域公共交通検討会議の第６回会合を開催いたし

ます。私は事務局を担当しております、北海道庁交通企画課長の千葉と申します。よろし

くお願いいたします。 

 開催に当たりまして、高橋知事よりご挨拶を申し上げます。 

 

（高橋知事） 

 道知事の高橋でございます。 

 本日は、お忙しい中、そして足元が雪交じりで悪い中、第６回地域公共交通検討会議に

ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。本検討会議は、一昨年 11 月の設置以来、

これまで、道内の公共交通が直面する様々な課題や、交通機関相互の役割分担など、公共

交通ネットワークのあり方について、様々な観点からご議論をいただいてきたところでご

ざいまして、委員の皆様方におかれましては、それぞれのお立場で貴重なご意見などをい

ただいたことに、改めて感謝を申し上げる次第でございます。 

 この間、ご案内のとおり JR 北海道における事業範囲の見直しなど、本道の公共交通を取

り巻く環境が大きく変化をし、道民の皆さま方からも、この会議に対し大きな関心が寄せ

られていると認識をするところであります。 

 本日は、これまでの皆さま方との議論のまとめとして、公共交通ネットワークのあり方

について最終的に整理をしていただくことを考えているところでございますが、道といた

しましては、この４月からの新年度に予定しております道の交通政策に関する新たな指針

づくりの中で、具体の取組等について、さらに検討を進めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 本日ご出席の委員・参与の皆さま方におかれましては、本道における将来を見据えた公

共交通ネットワークのあり方等について取りまとめるべく、ご議論や、忌憚の無い意見交

換をさせていただければと、このように思う次第であります。よろしくお願いいたします。 

 

（千葉課長） 

 本日の出席者は、お手元に配布のとおりでございます。今井委員と米沢委員が欠席さ

れています。また、北海道開発局長の今参与に代わりまして、開発監理部次長の原様に

、北海道経済連合会会長の髙橋参与に代わりまして、地域政策グループ部長の植木様、
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北海道商工会議所連合会会頭の岩田参与に代わりまして、政策企画部長の福井様に、そ

れぞれ代理でご出席をいただいております。 

 続きまして、お手元に配付の資料を確認させていただきます。議事次第、構成員名簿

、配席図、資料１、資料２をお配りしています。 

 それでは、議事に入ります。ここからは、岸座長に進行をお願いします。よろしくお

願いします。 

 

（岸座長） 

 座長の岸でございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 本日は、これまでの議論の取りまとめとして、前回の検討会議のあと、事務局といろ

いろと相談しながら報告書の形に整理いたしましたので、この内容についてご意見をい

ただき、この検討会議としての最終取りまとめを行いたいと思います。 

 その前に、資料１として、小山委員から JR北海道の平成 29年度事業計画について情

報提供をお願いいたします。 

 

（小山委員） 

 JR 北海道、小山でございます。高橋知事はじめ、ご出席の皆さまには日頃から大変お世

話になっておりますこと、改めて御礼申し上げたいと思います。 

 私のほうからは、お手元の資料にございます平成 29 年度の事業計画につきまして、本日

13 時よりプレス発表させていただいた内容でございます。その概要につきまして、簡潔に

ご説明させていただきたいと思います。 

 まず、１ページ、「平成 28 年度を振り返って」でございますが、ご案内のとおり、昨年

３月 26 日の北海道新幹線の開業から、ちょうど１年が経過いたしました。お陰様で開業後

のご利用は、概ね好調に推移をしております。関係の皆さまに、改めて御礼を申し上げる

次第です。 

 また、８月下旬に北海道を襲った一連の台風による被害によって、会社発足以来の最大

の災害が発生いたしました。これにつきましても高橋知事をはじめ、皆さまにいろいろと

ご支援を賜り復旧に当たったところであります。 

 また、持続可能な交通体系の構築に向けた取組につきましては、７月に「持続可能な交

通体系のあり方」を、11 月に当社が「単独では維持することが困難な線区について」を発

表し、本検討会議においても鉄道ネットワーキングチームを作っていただいて、その報告

書のとりまとめに、皆さまに大変なご協力・ご尽力を賜ったこと、改めて感謝を申し上げ

たいと思います。 

 ２ページ、平成 29 年度の数値、収支の計画についてですが、営業収益につきましては右

側にございます【鉄道運輸収入】740 億円ということで、災害の回復等を見込み、全体で

909 億円の営業収益でございます。営業費用につきましては 1,414 億円、うち【修繕費】は
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362 億円というで、これは会社発足以来、最大の修繕費、安全投資と修繕に関する５年間の

計画の４年目として、安全のための修繕費を大きくかけるという計画です。 

 結果、営業損益につきましては 505 億円のマイナスということになります。 

 営業外損益では、経営安定基金の運用益が年々減少する中、29 年度は 20 億円ほど評価益

の一部実現化等も計画をいたしますが、結果としましては、経常損益では 189 億円、昨年

に次ぐ赤字の計画ということになります。 

 最終の当期純利益でも 122 億円の赤字ということでありますので、２期連続の赤字とな

る大変厳しい計画の内容になっております。 

 ３ページです。設備投資につきましては、これも 295 億円の安全投資ということで、こ

れも会社発足以来、最大の安全の投資を計画しております。これに必要な資金計画につき

ましては、その下に記載のとおりでございますが、括弧書きにありますように、国からの

無利子の借り入れ 318 億円を見込み、これらの資金に充当するという計画でございます。

現下、借入金の残高は、29 年度末で 1,046 億円ということで、1,000 億円を超える借入金

残高になるということです。 

 ４ページ、いま申し上げたことをまとめますと、このような状況になります。平成 29 年

度は、安全計画５ヵ年計画の４年目ということで、安全投資 295 億円、修繕費 362 億円と

いう、期間最大の計画を組んでおります。この資金を充当するために、当然、まず私ども

としてできる限りの努力を重ねた上で、国の支援を有効に活用させていただいて、これら

を実施してまいります。しかしながら、結果としましては経常損益では 189 億円という大

きな赤字になりますし、また、借入金の残高も 1,000 億円を超えるという大変厳しい状況

になります。32 年度以降、この資金が確保できなくなるということですので、このままで

は安全の基準を維持できないということで、持続可能な交通体系の構築、さらには経営基

盤の強化に重点的に取り組んでまいる所存でございます。 

 これまでの効率化等々で取り組んだ実績等につきましては、５ページに記載のとおりで

す。とりわけ人件費につきましては、会社発足時点で 13,000 人の社員を、現在、7,000 人

まで圧縮しており、人件費もピークの800億円に比べて６割ぐらいに抑制しておりますが、

ここ昨今、技術系社員を中心にした中途退職が急増しており、今年度末で中途退職者数は

約 100 名に上るということ。新規採用もなかなか苦戦をしております。当然、鉄道事業を

安全に継続していくためにも、社員の確保・育成がこれからの重要な課題と認識をしてお

ります。 

 以上のような状況の中、６ページでございますが、平成 29 年度事業運営の最重点事項と

して４点。安全の再生、持続可能な交通体系の構築、経営基盤の強化、コンプライアンス

の徹底というものを掲げてございます。 

 安全の確保につきましては、７ページにございますように、日々の輸送の安全の確保、

安全管理体制の再構築に始まりまして、各種検査機器の導入ですとか、安全のための設備

投資、これを遅滞なく進めて行く所存でございます。 
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 ８ページにございますが、耐震補強、その他の投資等につきましても、順次、実施をし

てまいりたい。 

 それから９ページにございますように、手稲の先につくりました新しい社員研修センタ

ーを活用して、社員の安全教育、人材育成にも努めてまいりたいと考えております。 

 10 ページになります。持続可能な交通体系の構築につきましては、これまでも縷々（る

る）ご説明、またご意見を賜ってきたところでございますが、いよいよ次年度を迎えます。

新年度については、ぜひ地域の皆さんと具体的な相談、それを開始できるよう、私どもと

しても地域の皆さんに誠意を持って種々のご説明、また、意見交換の場の設置を働きかけ

てまいりたいと思っております。 

 11 ページですが、これもご心配をいただいております 32 年度以降、国の支援が無くなる

と、どうなるのかといったようなことについて、口頭ではいろいろとご説明して参りまし

たが、イメージで申し上げれば、このような状況にございますということで、毎年、何も

しなければ発生する計上赤字が 180 億円にのぼります。それに加えまして、設備投資です

とか借入金の返済を行うために毎年必要な資金、120 億円ほど不足すると考えておりまして、

合計 300 億円ほどの経営改善をしなくてはならないという状況にございます。昨年 11 月に

発表させていただきました、当社単独で維持困難な線区の営業損失が 160 億円であります

けれども、当然、これについても私どもでもこれを持続可能な交通体系を構築していくた

めに応分の負担をしなくてはならないと考えていますのと、それでも足りない部分につい

ては、その上に掲げた運賃改定の実施ですとか、さらなる増収、経費の節減等々に、改善

に向けた取組をきちんとやっていかなければいけないという認識を持っております。 

 それに向けて 12 ページ以降、経営基盤の整備ということで、開業２年目を迎えます北海

道新幹線、これをしっかり支えながら収入の確保にも努めてまいりたいと考えております

し、さらには 14ページになりますが、まず道内のお客様にもご利用いただくということと、

道外からも新たな新規のお客様をしっかりと獲得しながら、こういったインターネット

等々もフルに活用して、収入の確保に図りたいということでございます。 

 とりわけ 15 ページにありますように、インバウンド、外国からおいでのお客様が非常に

増えておりますので、これらのお客様に対するサービスもしっかり充実していきたいとい

うところでございます。 

 16 ページは、四つ目の柱でありますコンプライアンスの徹底に向けた取組。これにしっ

かりと取り組みながら、皆さまの信頼回復に努めてまいりたいということで考えてござい

ます。 

 雑駁（ざっぱく）でございますが、このような事業計画を 29 年度は実施してまいりたい

と考えておりますので、ぜひ関係の皆さまのご理解・ご支援を、どうぞよろしくお願いい

たします。私からは以上です。 

 

（岸座長） 
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 ありがとうございました。ただ今のご説明について、ご質問等ございますでしょうか。 

 それでは、次に進みたいと思います。「本道の公共交通ネットワークのあり方について」、

事務局と調整して報告書の案をまとめましたので、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

 交通政策局長の黒田でございます。私のほうからは資料２につきまして説明させていた

だきます。資料２をご覧ください。 

 前回、第５回の検討会議におきましては、「本道の公共交通ネットワークのあり方」の取

りまとめに向けた論点についてご議論をいただいたところですが、皆様からのご意見を踏

まえ、その後、岸座長、石井会長とも相談の上、お手元の資料のとおり、これまでの議論

をまとめた報告案を作成しました。表紙に全体の構成を掲載しております。全体をとおし

てご説明していきたいと思います。 

 Ⅰ章目で、地域公共交通検討会議の趣旨等といたしまして、Ⅱ章とⅢ章で本道の公共交

通ネットワーク全体の課題、直面する環境変化をお示ししております。また、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

章では、個別の交通機関や交通インフラの課題と方向性をお示ししております。また、Ⅶ

章では、目指すべき公共交通ネットワークのイメージをお示ししまして、その上でⅧ章、

実践に向けた関係者の役割をお示ししたいと思います。最後のⅨ章については「おわりに」

として、議論を取りまとめるに当たっての提言となっております。 

 以下、順次、各章についてポイントを説明させていただきます。 

 まず、Ⅰ章目をご覧ください。地域公共交通検討会議の趣旨等といたしまして、これま

での会議の趣旨や検討経過等について整理をしております。 

 検討の考え方といたしまして、左下の囲みの中の３点でございます。 

 まず一つ目の○ですが、北海道の将来を支える公共交通ネットワークの実現に向けた基

本的な考え方を示すということです。次の○ですが、新幹線の札幌開業が予定されており

ます2030年度を念頭に、中長期的な観点から検討をするということです。最後の○ですが、

検討結果を踏まえて、今後開かれる北海道運輸交通審議会におきまして、さらに議論を進

め、新年度に予定されます道の交通政策の指針の検討に反映させるというものでございま

す。 

 ２ページ目をご覧ください。Ⅱ章といたしまして、公共交通ネットワークの課題という

ことです。上段の枠内に、全体の課題について整理しております。まず、最初の○でござ

いますが、人口減少・高齢化の進行や自家用車に頼るライフスタイルの定着などによりま

して、利用者が減少しております。公共交通事業者の経営は、総じて厳しい状況にあると

いうことでございます。一方で、今後、公共交通の果たす役割は一層大きなものとなりま

すが、運転手の不足などが喫緊の課題でございます。 

 こうした中、利用者を含めた関係者が、公共交通の現状や課題について、一層の理解・

促進を図ることが必要だと整理しております。 
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 最後の○でございますが、北海道新幹線の開業や、外国人観光客の急増などの対応とい

たしまして、公共交通機関相互の連携をこれまで以上に強化し、円滑な移動環境の整備が

求められているということでございます。 

 続いて３ページ目をご覧ください。公共交通ネットワークが直面する環境変化について

でございます。前回の第５回の会議でもご議論いただいたのですが、今後の公共交通ネッ

トワークのあり方を考えていく上で考慮すべき事項といたしまして、人口減少・高齢化の

進行と都市部への人口集中です。広域分散型の地域構造など、ここにも記載してあります

が８点につきまして、いただいた御意見を踏まえ整理をしております。 

 続いて４ページ目です。Ⅳ章といたしまして、交通機関の課題・方向性といたしまして、

ページの左側に鉄道、右側にバス、ハイヤー・タクシー（自動車交通）について、それぞ

れ記載したものになります。 

 まず、左側の鉄道についてですが、鉄道ネットワークワーキングチームにおきまして集

中的にご議論をいただいたところですが、ワーキングチームでの検討結果を踏まえ、まず

【位置付け】といたしまして、道民の暮らしや産業経済を支える重要な公共交通機関であ

り、また、広域周遊観光の促進などの観点からも、重要な役割を担っています。 

 【課題・方向性】といたしましては、ワーキングチームで詳細を整理しましたが、利用

者の減少などにより、JR 北海道は極めて厳しい経営状況にあるということでございます。

さらに鉄道施設の老朽化が進む中、持続可能な鉄道網の実現には、国の抜本的な支援とと

もに、地域にも可能な限りの協力が求められ、事業者、行政、住民等が各々の役割を認識

して相互の理解と協力のもと、取組を進めていくことが必要だとしています。 

 次に、右側の枠になりますが、バス、ハイヤー・タクシーについてでございます。まず、

乗合バスにつきましては、日常生活の移動手段として、また、ハイヤー・タクシーは、バ

スや鉄道とともに公共交通ネットワークを形成し、住民生活の利便性の向上やビジネス･観

光の移動手段としても重要な役割を担っております。 

 【課題・方向性】といたしましては、それぞれ共通してでございますが、利用者の減少

による厳しい経営や、運転手の不足、あるいは高齢化といったような問題に直面しており

ます。また、バスなどにつきましては、今後、鉄道を補完する役割なども期待される中、

生活交通の確保に向けて、関係者が連携をして取組を進めていくことが必要だとしており

ます。 

 次に、５ページ目をご覧ください。エアラインと海上交通です。左側のエアラインにつ

いてですが、四方を海で囲まれ、広域分散型の本道におきましては、経済・暮らしの両面

でその役割は極めて大きく、また、離島における交通手段としても不可欠であるとしてい

ます。 

 その上で【課題・方向性】といたしましては、旅客・貨物の扱いが新千歳空港に集中を

しており、各空港それぞれに持続的な空港運営が課題になっているということでございま

す。また、一層の需要喚起と路線の誘致、民間のノウハウ等を取り入れた対応が必要とし
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てございます。 

 次に、右側の海上交通についてでございますが、【位置付け】といたしましては、海上交

通は本道と本州の貨物輸送の約９割を占めているということで、物流面で大きな役割を担

っております。また、離島航路は、離島住民の生活環境の維持・向上などの面で不可欠な

移動手段としてございます。 

 【課題・方向性】につきましては、海上ネットワークの一層の充実、観光面などを含め

た北極海航路の利用拡大が重要としております。 

 次に６ページ目をご覧ください。Ⅴにつきましては、交通基盤の課題と方向性というこ

とで、道路、空港、港湾といった各交通網で支える交通基盤のインフラの位置付け、課題

等を整理してございます。 

 まずは、左側の広域分散型の高規格幹線道路についてですが、道民生活や産業経済を支

えるとともに、圏域間の交流連携の強化など、様々な観点からも、必要不可欠な社会資本

であるということで、必要な整備促進とともに暫定２車線区間の４車線化といった機能強

化が必要としております。 

 次に、右側の上段の空港でございますが、道外からのゲートウェイであり、欠かすこと

のできない重要な拠点であるということで、【課題・方向性】といたしましては、グランド

ハンドリングの対応などの課題を抱えているということです。そして複数空港の一括民間

委託や、新千歳空港の機能強化などにより、道内航空ネットワーク全体の充実・強化を図

ることが必要としてございます。 

 その下の【港湾】についてでございますが、道内外の貨物や人の流れが集中する重要な

社会基盤であると位置付け、その上で船舶の大型化への対応ですとか、物流基盤としての

港湾機能の強化、災害を想定した対策などが課題としてございます。 

 次に７ページ目をご覧ください。Ⅵ章といたしまして、交通機関・基盤が果たす役割と

して整理しています。例としまして、生活、観光、物流といった機能面や、交通網、交通

基盤の担う役割を横断的に整理したということでございます。 

 掲載の上段側、枠内でございますが、今後の公共交通ネットワークのあり方を考える上

では、課題や対策を個々の交通機関だけで捉えるのではなく、横断的・業際的な観点から

総合的な検討が必要とし、以下、分野ごとに交通モード間の連携や対応について、それぞ

れ記載をしたものでございます。 

 次に８ページ目をご覧ください。Ⅶ章といたしまして、北海道型公共交通ネットワーク

の形成イメージを示しております。前回の会議でも、この点についてはご議論いただいた

ということでございます。 

 公共交通ネットワークが直面している環境変化ですとか、交通モードの基盤ごとの課題

などを含めまして、将来に向けてネットワークの形成イメージをお示ししてございます。

上段の枠内には、考え方といたしまして、道の総合計画におけます地域づくりの基本的な

考え方や、都市等の位置づけを踏まえまして交通ネットワークを三つの階層に分けており
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ます。 

 右側の枠内に書いてございますが、【幹線交通】【広域交通】【市町村内交通】の三つの階

層に分け、それぞれの階層毎に取組の方向性を考えるとともに、階層間の連携を強化して

いくことが適当であるとしております。その際の整備の基本的な考え方としては、ページ

の左側のほうに四つの類型で整理をしました。前回の会議でもお示ししてございますが、

国内外との交流人口の大幅な拡大を支える交通ネットワーク、また、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、さらに、地域を想定いたしまして、安全・

安心で活力ある地域社会の形成を支える交通ネットワーク、これについては地元の自主性

というものを重視しているところであります。また、昨年の台風災害、被害なども加えま

して、防災機能強化や国土強靱化に資する交通ネットワークが必要といった４点について、

考え方を整理したということでございます。 

 詳細については９ページ目をご覧ください。三つの階層の構成について、詳細を掲載し

ております。まず、幹線交通につきましては、中核都市間等を結ぶ本道の骨格となるネッ

トワークでございます。高速性や大量輸送を担う交通ネットワークといたしまして、人流・

物流の両面から充実強化が求められるとし、鉄道、航空路、都市間バスなどの移動手段が

連携しながら強靭なネットワークを形成するイメージです。 

 次に真ん中の欄ですが、広域交通についてです。地域中心都市や観光地等と幹線交通を

結ぶネットワークです。観光客の周遊促進の他、地域住民がより高度な都市機能を享受す

るための移動手段として機能強化が求められるとしてございます。利用実態や今後の見込

みなどを見据えて、幹線交通との円滑な接続に配慮した利便性の高いネットワークを形成

するとしてございます。 

 最後に市町村内の交通についてですが、単一市町村・周辺エリアでの日常生活に密接し

た交通ネットワークで、地域住民の日常の移動に不可欠な移動手段として、それぞれのま

ちづくりの形に応じた、きめ細かな対応が求められるとしてございます。地域が主体とな

って、まちづくりと一体的に、最適な公共交通サービスを追求するとしてございます。 

 10 ページ目をご覧ください。Ⅷ章といたしまして、関係者の役割でございます。これま

での検討会議の議論を踏まえまして、前回の第５回会議でお示しいたしました交通政策基

本法における関係者の責務や役割を念頭にいたしまして、これまでのご意見も踏まえ、そ

れぞれの役割を整理しております。 

 具体には、下段の枠内に【交通事業者】【利用者】【市町村】【北海道】【国】それぞれの

役割について、イメージを整理したものでございます。 

 次のページをご覧ください。11 ページです。最後にⅨ章、おわりにといたしまして、議

論を取りまとめるにあたっての提言を、それぞれに記載しました。○の二つ目でございま

すが、公共交通ネットワークを持続していくためには、各交通機関、幹線、広域、市町村

内交通におけるそれぞれの役割を担っていくとともに、既存の垣根やハードルを下げ、連

携や構築を進めて行く必要がある。また、今後の鉄道網のあり方に関する地域の協議等を
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踏まえ、交通基盤のあり方についての議論を深めて行く必要があるとしています。 

 次の○の三つ目と四つ目でございますが、次の段階といたしまして地域レベルで交通事

業者を始め、行政、経済界、住民が一体となって、公共交通のあり方の議論を深めて行く。

また、連携・協調しながら実現に向けた取組を進めて行くことが必要としてございます。 

 最後、六つ目の○でございますが、道に対しては、人流・物流の観点から将来の交通ネ

ットワークについて、さらに検討していくこと。また、地域における議論のとりまとめに

努めるとともに、交通政策に係る新たな指針を策定し、国、市町村、交通事業者と連携し

ながら、総合的な交通ネットワークの形成に向けた取組を進めることを求める、といった

内容になってございます。 

 私からの説明は、以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。それでは、意見交換に入りたいと思います。ただいま事務局

から報告の案についてご説明がありましたけれども、ざっとおさらいしますと、これまで

の検討会議では冒頭、知事からもお話がありましたとおり、１年半をかけて各地域におけ

る公共交通の維持の大変さとか、あるいは各事業者さん、鉄道に限らず、バス、タクシー、

航空といった形の各交通機関における厳しい状況というところの情報共有をしながら、い

ろいろと意見交換を重ねてまいりました。その中で持続可能な公共交通ネットワークのあ

り方とか、あるいは生活交通とか観光・物流というのも出てきましたし、幹線、あるいは

広域・地域内交通といった、いろいろな考え方が出てきましたけれども、それらを踏まえ

て事務局と相談の上、報告案としてとりまとめを行ったものでございます。 

 今回のとりまとめは、課題と取組についての提言となっております。関係機関の具体的

な取組については、新年度において北海道の新たな交通政策の指針をとりまとめる中で検

討を進めていくことになるという位置付けで、ご理解いただければと思いますが、本日は、

この度の報告案で示された公共交通ネットワークの実現に向けた取組などについても、今

後に向けてということで、皆さまからご意見をいただければと思います。 

 それでは、まず石井会長からお願いいたします。 

 

（石井会長） 

 石井でございます。私のほうから何点か意見を述べさせていただきます。長時間をかけ

て、なおかつ鉄道ネットワークワーキングチームも踏まえながら、この提言をしてくれた

ということで、ある程度、骨格的な方向は示せたと感じております。この公共交通の問題、

関係者のそれぞれの連携というのは議論等々ございますけれども、特に住民の問題認識の

共有のようなことが、これまで十分できてこなかったという側面があったのではないかと

いうことを改めて思っております。危機感という部分も、やはり必要なのだと思うのです

けれど、危機感だけではなくて、ある種、むしろ共感のようなものも含めて、自分たちに
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とって身近なもので必要なのだという認識を、この機会にぜひきちんと持っていただける

ような、今後、これをどうやっていくかという部分がございますけれども、ぜひそういう

取組をウエイト付けを高く置いてやっていただきたいと思っております。 

 それと、当面の問題としては、JR 問題についても大きな部分があるかと思うのですけれ

ども、JR も含めた相互交通体系の確立というようなことも含めて、一つは高規格道路の早

期の整備ということについて、従来以上に重点を置いて、特に線区の見直しにおいても、

空白部分については、当面、鉄道が必要という議論が明確にございましたので、そういっ

たところを中心に、早く高速交通の体系を、道路についての体系をつくっていくというこ

とについても、そのことが JR に対する負荷を軽減するという一つの道になると思いますの

で、そこについてはもっと重点化ということを、ぜひ考えていかなくてはいけないと思っ

ています。 

 それと、新幹線の効果、要は利用をどんどん増やすというようなことが全体の交通ネッ

トワークにとっても意味がございますし、JR 北海道の経営にとっても意味があるというよ

うなことでございますので、この部分については、なかなか今まで出てきてございません

でしたけれども青函トンネル等の低速走行問題の解決といったことも、ある程度、具体的

な時間といった問題も含めて視野に入れていって、解決策を模索していく必要があるので

はないかと。早く、そこの問題の対応策を考えていかないと、そこの審議になっても、な

かなか議論が伸びないという部分の問題が起こりかねないので、そこの部分では非常に意

識をして関係各所で進めていただきたいと思っております。 

 それと、旅客に関する総合交通体系ということについては、だいぶ意識的に議論してき

たかと思うのですけれども、貨物の輸出基盤としての、いわばネットワークをどうつくっ

ていくかというような議論。全体としては非常に重要な戦略になっていますので、例えば

苫小牧、新千歳などが可能性が高いと思いますけれども、空港・港湾の連携のようなこと

も、なかなか難しい面もあるのですけれど、いま一度、対応策として考えてみるというよ

うなことも、輸出をどんどん促進するというような意味合いで言うと重要になってくるの

ではないかと思っております。 

 それと、この提言の中で３段階に、ある程度、ネットワークを区分しておりますけれど

も、その中で特に幹線と言っているような部分について、何となく、ある程度の理解はあ

るのだと思うのですけれど、どこまでが幹線交通なのかということになると、実は明確に

出来る段階まで議論が煮詰まっていないということであるかと思います。ここら辺は、少

しいろいろな意見等も聞きながら、今後、きちんと詰めていく、もしくはある程度、定義

してしまって、どこまでということについて、その範囲できちんと議論をするような少し

踏み込みが必要かなというようなところで、その部分は少し意識をしなければいけないか

なと思っております。いずれにしても、今後の議論、位置付けが重要だということと、短

期的な対応策等については何らかの形でのフォローをきちんとやっていくというようなこ

とも引き続き重要かなということで、審議会をベースに来年度以降も枠組みを作っていた
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だけるということでございますので、そこら辺の対策を、ぜひ作っていただければと思っ

ております。以上でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。吉見委員、お願いします。 

 

（吉見委員） 

今回の地域公共交通検討会議でございますけれども、一番の特色と言いますのは、この

会議を都道府県が主催すると言いましょうか、そういう形で会議が行われたことかなと思

っております。 

 交通の問題は、地域の交通の問題を、どういう主体が考えて行くのかというのは、実は

あまりきちんと整理がされてこなかった問題だなと思っておりまして、特に基礎自治体で

あるところの市町村におかれては、これは極めて切実な問題として市町村の枠の中では考

えられてきたわけですけれども、もう少し広い地域に視野を持って検討するというときに、

都道府県が、そのような交通について検討してみよう、考えてみよう、将来の交通のあり

方を考えてみようとすることは、実はこれまでなかなか無かったことだなと思っておりま

す。今回、こういう会議が、基本的には JR 北海道の経営の問題ということが一つのきっか

けとなって行われたのは否めないところだと思いますけれども、それによりこういう機会

を提供されたということについては、北海道にとっては、ある意味良いタイミングで将来

の交通を考えていく機会を得たのかなと思っております。 

 その中で、私、こういう役割を担うということで会議を開かれたということで評価をし

たわけでございますけれども、一方で、これはあらゆる地域公共交通に関連するステーク

ホルダーと言いましょうか、利害関係者が人任せにすることなく、自分の問題として公共

交通のことを考えなければならないということを明らかにしたことにもなろうと思います。

すなわち、これは都道府県、北海道の場合は道がすべての責任を持って考えなければなら

ない問題ではもちろんないわけでありまして、市町村、交通事業者、交通の利用者、それ

ぞれが自分たちの問題として公共交通などを考えなければならないということが、むしろ

明らかになったのかなと思っております。 

 私自身は、少し不安に思うのは、この問題を誰が考えるかというときに、ボールが誰に

あるのかということです。ボールが投げられるのを待っているのではいけないのだと思い

ます。ボールは一つではなくて、たくさんのボールがあって、そのボールを常に自分が持

っていて、相手に向かって投げているということ、そこではあらゆる公共交通に係るステ

ークホルダーを必要としていることなのかなと思っております。すなわち、市町村も道も

事業者も、地域住民も、すべてがそういうボールを持つものとして、いろいろな提案や意

見、つまりボールを投げることが必要な問題だろうと思っております。 

 先ほど石井会長からも少しお話がありましたけれども、鉄道に限らずバスの事業者等も
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含めて交通事業者が今後、あるいは現在でも、その事業が大変厳しい状態にあるというこ

とも、また明らかであろうかと思います。そのときに、交通事業者任せにするということ

は、もちろんできないわけですが、それらの事業者をどのように支えて、その交通事業が

存続していくようにするということも、本道全体で考えていかなければいけない問題であ

ろうと思います。経営の問題でありますから、個別事業者の経営について議論をするとい

うのは難しい面もあるのは事実でございますが、日本の場合には、そういう事業者が交通

の担い手になっていることも事実でありますので、このことはそれを事業者任せに経営を

させてしまうことは大変厳しい時代になってきていると思います。 

 JR に関して言えば、石井会長のお話にもありました新幹線の問題があります。今後、JR

北海道の経営を改善する大きなツールになるだろうということは期待されるわけでありま

すが、一方で、これはよく理解されているところでありますけれども、こと JR 北海道に関

して言えば、鉄道事業単体で事業を成立させるということは、最初から大変難しい経営構

造が想定されていたわけでありまして、他の日本における鉄道事業者が、ほとんど多くが

そうであるように、鉄道事業を支えるための関連事業というものをきちんと構築していく

ということも必要であります。残念ながら現在の状況の中で、JR 北海道はそういうところ

に力を入れるという環境にはないのかなと思います。先ほど小山委員からもご説明があり

ましたが、来年度の計画の中にも、関連事業のどこに注力していくかというのかが、なか

なか書かれていない。今は、そういうところを語るだけの余力・余裕が無いという状況だ

と思います。しかしながら、そういうことを本道全体で分かって支えていけないと、鉄道

事業者、あるいはバス事業者もそうだと思いますが、単独でやっていくということは大変

だと思います。事業者を支えていくという視点も持ちながら進めていくことが、こういう

地域公共交通を検討する場合には必要かなと思っております。 

 最後になりますが、今回ここでまとめられたことが資料２の１ページ左下にもございま

すけれども、ここは、新年度に検討されるとしております北海道の交通政策に関する新た

な指針の検討。ここに反映されていく、使われていくということでございますけれども、

もちろんこれもそこで終わることなく、今後も長い時間をかけて、長い目で地域の交通と

いうのを見守り育てていく。そして発展させていくということが必要になっていくことだ

と思います。ここで交通政策が策定されて、それでこの先すべてうまくいくということは、

もちろんないわけでありまして、それは冒頭申し上げました、この問題を単に道に任せて

しまうということではなく、まさに公共交通に係るステークホルダー全体で考えていくと

いう仕組みを作ることこそが重要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。菅原委員、お願いします。 

 

（菅原委員） 
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 ９ページに、取組の方向性として三つの階層が示されています。前回、提示されている

内容ですけれども、私ども、私どもというのは JR が廃線になってバスを関係市町村で運行

しているその私どもの地域の視点で申し上げますと、まず、そのバスを運行するにあたっ

て、もちろん地域間の公共交通をしっかりと確保する。そして、この基軸となる JR にしっ

かりつなごうということであります。ですから幹線という意味で言いますと、都市間バス、

なかなか道路も含めてそういう環境にありませんけれども、JR、これが基軸かなと。それ

と話題の宗谷線なのですけれども、そこに私どもの公共交通としてのバスをしっかりつな

いでいこうという考え方であります。 

 一方、それぞれの地域における交通、ここで言う市町村内交通ですけれども、町村ごと

にそれぞれ事情も、あるいは環境もずいぶん違います。例えば、隣のまちでは公営のデマ

ンド交通を充実させてきている。一方の隣のまちでは、ライドシェアというのですか、こ

の取組をしています。私ところは民間のハイヤーがあります。ですから、それを利用して

いただこう。それは高齢者であったり、要介護、要支援者、あるいは身障者、そして高齢

で運転免許証を返納する方。こういう人たちに民間のハイヤー利用助成、こういうことを

やっております。 

 しかし、まだまだ域内ということで言えば不十分でして、この４月からスクールバス、

それから福祉バス、特に教育関係のバスは子どもたち優先で一定の制約、制限があります

けれども、福祉バスのほうはコースも充実し、そしてフリー乗降にして、皆さんに乗って

いただこうということを、この４月から始めることにしています。ただ、バスと JR の関係

で言いますと、今回、大幅な JR の見直しがありました。一方、バスのほうは高校の通学で

すとか、そういうものと兼ね合わせた JR 接続です。ですから、大きな JR の変更には対応

できなくなってしまう。つまり、JR で、せっかく３時間ぐらいで行き来できても、バスで

１時間半とか２時間ぐらいかかるわけですけれども、そのこと自体がかなり重たいのです

けれども、そこにさらにバスと JR をつなぐにあたっての待ち時間が１時間弱生じる。これ

はなかなか利用しづらいということになってきている。ですから、このバスを JR に、基軸

につなごうという部分が少しいろいろな議論をしていかなくてはいけないなと、このよう

に思っております。 

 もう一つは、空の分です。８ページに図面が載っています。私どものところは稚内空港

ですけれども、残念ながら私どもの地域から稚内空港、空の便を利用するとなると、運転

できる方、あるいは家族に送っていただける方、そういう方でないと、なかなか利用でき

ない状況にあります。道路、それともう一つは人工知能と言いますか、高規格と自動運転、

これをセットで、しかも戦略的に整理をしていくべきではないかなと思っています。特に、

この地図でご覧いただけると、オホーツクの沿線には稚内空港があり、紋別空港がありま

す。残念ながら、ここの部分の道路のアクセスが高規格という形が整っていない。ですか

ら稚内と網走、それに両空港をネットワークする。そういう道路整備をしていったりする

ことによって、鉄道、それからバス、そして空と、これらの、特に稚内・紋別は既存の空
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港ですから、その活用促進も含めて基盤整備が必要と思っています。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。外崎委員、お願いします。 

 

（外崎委員） 

 この間の様々な議論の中でもあったわけですけれども、すでにこういう状況の縮図とい

うのは、あったと思うのです。私のまちを含めて、そうでありますけれども、多くのまち

が、ある程度、以前には国鉄という足が確保され、様々な交通ネットワークがあったわけ

です。人口が減って非常に厳しいなって、うちのまちも鉄路が廃止されました。しかしな

がら、廃止されたと言っても、いま最も私のまちを含めて重要視しているのは、店が、家

が点在・散在している地域の方々の足を、どう確保するかということを最優先して取組を

しています。この JR の事業範囲の見直しが、もしかしたら多くの方々が私を含めて、いつ

かは、もしかしたらという心配が現実のものになってきているということでは、様々な要

因からすると予測されていることでもあったのではないか。しかし、先ほど吉見先生、石

井先生が言ったように、まだ私のほうではということで、安心した思いもあったかと思い

ますけれども、結果的にはそういう方向になっていかないということを、きちんと受け止

めていなければいけないと思っています。まだ決まったことではありませんけれども、今

後どうするのかということに向けた、これからの検討・議論が必要ではないかなと思って

います。 

 私的には、先ほどの資料の中にもありましたように 10 ページの関係者の役割、市町村の

役割という言葉がありました。ここに非常に重要な要素があると思います。何よりも私ど

もが考えていかなければいけないのは、利用促進策という言葉があります。存続に向けて、

これから様々な声が挙がってくると思います。要請活動があると思います。すべての事業

がそうでありますけれども、私どもは「頼みます」「お願いします」という言葉を、よく使

いますけれども、それだけでは解決の糸口が満たせないわけです。そういうふうに至った

要因は何かと言いますと、やはり利用者減ということが大きく左右されるわけですから、

加えてプラス経営難ということに拍車がかかっているということになりますと、沿線自治

体を含めて北海道全体で我々が声を出していかなければいけないのは、「我々はどういう努

力をしますので、ぜひ、存続に向けてお願いします」という、一つの大きなコンセプトを

持った形の動きをしていかなければ、思いが通じることが出来ないだろうという感じを受

けるわけです。 

 鉄路がつながって、初めて成り立つネットワークでありますから、すべてが補完しあっ

て、その役割が果たせるわけであります。他人事ではなく、北海道全体が共有し、その負

担も全体で共有しているということも、認識を新たにしていかなければいけないかなと思

っていました。 
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 先ほど、吉見先生のほうから言葉がありました。単体で考えるより、支える関連事業。

これはセオドア・レビットという方ですね、学者さんですけれども、いろいろなところで

議論されている方。国鉄のあり方があったわけであります。自社の鉄道運輸会社として考

えるか、運輸を基本として考えるのか、どちらが目的なんだということの大きなドメイン

の、狭い感覚でもって鉄道事業産業として捉えるべきではなくて、輸送産業として大きく

捉えていく、関連するものにつけて顧客中心ということをしていかなければいけない。顧

客中心を、少しその面を追いやった結果が、アメリカにおける鉄道の衰退に結びついた。

これは航空会社にも当然、言えるわけです。 

 私が注目するのは先生の言葉ではございませんけれども、京王電鉄がそういう取組を今

までしております。自社の電鉄を、どう利用してもらうか。利用する理由を作りましょう

ということから、沿線の自治体の方々を中心に、高齢化に向かって、高齢者の方々のお手

伝いをしよう。いろいろな買い物に行ったり、墓参りに行ったり、あるいは演劇の鑑賞に

行ったり、その付き添いをするだとか、あるいは様々な工夫をしながら使ってもらうため

の理由を作りあげながら声を挙げて行こう。そして、利用をしてもらおうという工夫をさ

れたという事例があるわけです。私は、素晴らしい、そうだなと思って。これは電鉄会社

に限らず私どもが行うすべての事業に、そのことが言えるのではないかなと思います。こ

ういう視点は、ぜひ持っていただかなくてはいけないなと。 

 加えて、私は非常に嬉しいニュースを一つ申し上げたいと思います。先般は会議で「JR

さん、もう少し努力をお願い申し上げます」という話がありましたが、今回、北海道新幹

線を何と７割引ということで、大キャンペーンをするそうであります。沿線住民を対象に、

青森までの往復料金を７割引する。子どもたちを含めた様々な企画を実施しますよと。学

校系のイベントとか、様々なことを含めて新幹線を活用してもらう。体験乗車も出来る。

このことは、国鉄が始まったときの私は夢を与える。どこかに行きたい。その足の確保。

昔、郵便物は全部、私は国鉄だと思っています。そういうものを与える素晴らしい発想で

進んだ国鉄の昔の思いというのが、新たにこの新幹線のアピールで見えてくるものがある

のではないか。それに参加した子どもたちは、たぶん将来にまたつながった形の中で、こ

ういう交通機関を使っていくだろう。私は素晴らしい企画を出していただいたなと、改め

て敬意を表するわけでありますし、こういう事業をどんどん展開していただければ、今、

利用率が３割ちょっとと言っていますけれども、それに甘えることなく、私もずいぶん利

用させていただいておりますけれども、函館に来ると、ほとんど私を含めて５～６人、７

～８人、多いときで１輌に 10人ぐらいしかいない。もっともっと活用の方法があるだろう。

ぜひ、そういうことで営業努力をしていただきながら、収入増に結び付けた努力を切にお

願い申し上げたいと思っています。 

 もう１点、石井先生からお話がありました。JRを含めた全てのネットワークのためには、

高速交通体系が必要だというお話があったわけですけれども、以前も申し上げましたけれ

ども、北海道の道路整備の促進強化の代表をやっておりまして、このことをきちんとあち



16 

 

こちで訴えているわけであります。公共交通が上手にネットを組んで、初めて成り立つと

ころでございますので、私の立場からも高速交通体系の整備に向けて、知事を先頭にして

努力してまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、私ども役割をきちんと踏まえながら行うことになるわけであ

りますが、北海道としても何らかの支援に向けたスタンスをきちんとされたということで

は、とても私は評価をして良いのではないかと思っています。歴史的な変化を踏まえても、

私は何としても上限分離方式という言葉があったわけですけれども、誰が考えても、やは

り上限分離の下のほうを誰が受けるかということでは大きな課題がありますし、先ほど小

山委員のほうからもお話があった、現状、状況、それから 29 年度の推計を見ても、そこに

かかる経費自身、修繕費も多大なものであるわけですから、これらに向けては何よりも最

優先して国の支援を求めていくという姿勢を、できれば共通認識を図らせていただければ

ありがたいかなと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。山下委員、お願いします。 

 

（山下委員） 

 大空町町長の山下でございます。今回、この検討委員会の委員として参加をさせていた

だきまして、いろいろな情報もいただきました。自分自身でも、いままで以上に勉強もさ

せていただきまして、大変良い機会をいただいたなと思っております。 

 北海道の中の交通の状況を見てみますと、北海道新幹線が開業をいたしました。さらに

札幌へ伸びるという計画があります。また、この期間も前倒しをされてという状況もあり

ますし、一方では空路につきましては北海道の七つの空港が一つにまとまって交通体系を

構築していこう、さらに、その 13 空港の活用方法を考えていこう、そういうときになって

おります。 

 また、外国から北海道へということでインバウンドのお客様がたくさん見えてくる時代

になった。そういう状況の中で、一方では JR 北海道さんの経営的な課題などもご報告され

てきた。今まさに、こういう時期に関係者の方々が集まって北海道の中の交通体系、公共

交通を含めてどうするか、こういった議論をしたということは、大変意義のあることでは

ないかと思っております。いままでも、いろいろな交通体系のことが分野別にはあったか

と思いますけれども、全体を見通した中でのあり方というものを議論してきたのは、各地

域においても、また北海道全体においても無かったのではないか。そういった中で、この

将来に向けての方針と言いましょうか、指針、こういうものが示されたということは、私

どもにとっても大変ありがたいことだと思っております。JR さんの問題で言えば、各地域

で議論をという話がありましたけれども、やはり北海道としての全体の骨格、考え方、指

針、それらが無ければ地域ごとでバラバラに議論をしても、いったいどうなるんだと。そ
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のような議論が地域にありましたので、このことが一つまとまって報告をされるというこ

とは、これから地域においても議論が進むものと思っております。 

 しかし、先ほど吉見委員がおっしゃっておられましたように、これからが本番なのだろ

うと思います。指針はできた。方針はできた。しかし、具体的にどのような取組をしてい

くか。私ども市町村も、また、いろいろな事業者の方々も、どうやってどこからそのこと

に取り組んでいけば良いのか。今まで私どもの地域で言えば、まったく議論をしてきませ

んでした。高速道路の整備要請はいたしました。空港の整備要請もしてまいりました。港

湾もそうです。バス事業者の方々との補助制度の拡充なども、要望してきました。JR の高

速化などについても、要望してきた記憶があります。しかし、それらをまとめて、あの地

域の、北海道の東の地域の交通体系を、こうしたいと、だからいろいろな支援をお願いし

たい、私どもはこういうところで頑張るということを、今まではしてこなかったように思

っております。しかし、今回の指針をもとに、私どもも今度は地域として、その議論をし

っかりとしていかなければならないなと改めて感じたところであります。 

 北海道において次のステップ、平成 29 年度から新たな具体的な取組の指針というものを

出しながら、具体的な方向性、さらには地域がどうやって動けば良いかとか、北海道とし

てどうやって動くのか、その議論を始めるということでございますので、大変ありがたく

思っております。私どもも大きなブロックの地域として、そういうものをこれからも確認

をさせていただきながら、地域としての議論も進めていかなければならないと改めて感じ

ているところであります。 

 そんな中で私どもの地域で言いますと、さっきの鉄道網の関係でのワーキングチームの

方々のとりまとめの中にありました。私どもの地域はオホーツク海と言いましょうか、北

海道の東側の方になりますので、北方４島とも近い位置関係にありますし、ロシア極東地

域とのつながりなどがある地域もございます。今後、いまの時点で大風呂敷を広げて「さ

ぁ、何ができるか」という議論にはなかなかなり得ないかもしれませんけれども、将来的

にはそういったことも踏まえながら交通体系、北海道の外れではありますけれども、どの

ように考えておけば良いのかということを、まずは考えなければならないと思いますし、

先ほど言いましたように、いろいろな交通機関があると、それを私たち自治体が特に中心

になって事業者の方々、また北海道の力を借りながら、どうやって結び付けていくかとい

うことを、先ほど菅原委員も言いましたけれども、JR の背骨のところから結びつけるのだ

と。それは港湾や空港や高速道路や、バス事業者の方々の持っている網目も含めてつない

でいかなければならないのではないかと。空港の民営化の議論など、私どものまちでは、

よくいろいろなところでさせていただいておりますけれど、いま空港の魅力を高めるのに

は何が一番必要か。空港のビル、空港そのものもあるけれども、空港からの二次交通、こ

の魅力を高めることが一番ではないかと言われております。そんな中で、今回の議論とい

うものを、地域としても、もっと突っ込んだ議論をして、一つでも二つでも取り組めるも

のを行っていく。そういう体制を作っていかなければならないなと思っています。 
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 また、北海道や国に対しましては、いろいろな二次交通のあり方でありますとか、それ

ぞれの事業者、また、その地域における、交通網を支える仕組み、そこのところでのご提

言や応援、そういったものを求めてまいりたいなと思っております。例えば、具体的に言

いますと、生活路線でありますけれど、バス路線などは、市町村や北海道や国などが助成

金を出して支える仕組みというものができております。しかし、例えば、鉄道事業であれ

ばどうかとか、さらに都市間バスのようなものであればどうか、航空ネットワークであれ

ばどうかというところで、先ほど言った幹線、広域交通、市町村内、いろいろなものがあ

りますけれども、なかなかその他の事業者、交通網のところでは、そういった仕組みが出

来ていないようにも思います。そんな中で闇雲に何かするということではありませんけれ

ども、そういった仕組みづくりというものも、地域としても考えたり、また、北海道や、

北海道から国への提言というような形でも、今後、議論が進めば良いなと感じているとこ

ろであります。 

 私の役目とすれば、道東の小さなまちということではありますけれど、そちらの地域で、

その地域の交通網、どうやって皆さんで真剣に考えるか。そういう体制づくりを、私ども

の地域に戻って頑張って汗をかいてみたいなと、そのような思いを持って議論に参加をさ

せていただいておりました。本当に、どうもありがとうございました。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。最終回ですので、一通り、お伺いしたいと思います。事業者

サイドから、小山委員から、お願いいたします。 

 

（小山委員） 

 本当に皆さんからいろいろとご意見をいただき、また、ご心配もいただいて、ようやく

ここまで来られたかなと考えております。いよいよ先ほど申し上げましたが新年度を迎え

まして、私どもが今やろうとしております、当社単独では維持困難な線区、これについて、

どういうことが出来るかということについて、地域の皆さまに、まず丁寧にご説明を申し

上げるということが大切かと考えておりますので、私どもの状況、地域の状況を踏まえて、

きちんとしたご説明をし、かつ、ご意見をいただきながら、地域にとって本当に必要な交

通、これを持続可能にするためにはどうしたら良いかといったようなことについて、真剣

になってご相談をさせていただければと思っております。 

 いずれにしましても、これから益々、皆さまにご協力、また、ご意見をいただきながら

地域の交通を考えていきたいと考えておりますので、引き続き、よろしくご指導のほどお

願いを申し上げます。 

 

（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） 

 今回、参加させていただいて、今日、自治体の首長さんから力強い発言をお聞きし、地

域または自分のまちの交通体系を、従前にも増して前向きに取り組まれる考えを示されま

した。我々事業者は、これを機会にまちづくりに則した交通政策についての協力は惜しみ

ませんし、また協議の仲間に加えさせていただいて、共に地域の足をどうしようかという

ことを考えさせていただきたいというスタンスでおります。今後とも JR さんの路線見直し

がどのようになろうとも、我々バス事業者が責任の一端を持って地域の足を確保するとい

う意識は、各事業者が持っていると思いますので、今後とも一つ協議していただいて、我々

も貢献したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。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） 

本日の資料５ページにエアラインの位置付けについて示されておりますけれども、この

広大な北海道で、一つの地域に 13 もの空港がある広域分散型の北海道の中で、航空の果た

すべき役割というのは、他地域以上に大きいということを強く自覚をいたしまして、ここ

に書かれている位置付けを、しっかりと果たせるように進めて参りたいと思っております。 

 その前提の上で、個別の部分でコメントをさせていただきますと、5 ページに示されてい

る課題・方向性の「一層の需要の喚起と路線誘致、空港の機能拡充等、戦略的な対応」と

いう記載は、少し従来型ではないかなと思います。この先の 2030 年に向けて中期的な視点

で見たときには、人口減少が進展するなかでの路線維持ですので難易度が高く、それを克

服するために、もう少しここの部分については肉付けであるとか、新しい基軸であるとか、

そういったものが必要であると感じます。航空事業者としては従来以上に発地と着地の連

携なくしては路線の維持は出来ないと感じておりまして、とりわけ着地、北海道は日本の

中で最も大きな着地であると思いますが、特に着地が発地を動かすだけのアクションを起

こしていかないと、路線の維持は難しいと思っております。 

 加えて、着地としてお客様を迎えていくためには、どう地域と地域の交流を深めるかと

いう視点が大切だと思いますので、迎えるためには出かけて行くということが大切ではな

いかと思っています。空港の民営化が成立した上での絵柄となりますので、従来型の発地

に出かけて行って「おいしいものが、ここにはありますよ」とか、「ぜひ、来てください」

というレベルではなくて、いわゆるビジネスとしてエアライン、航空事業者が飛ばす意思

決定の稟議が書けるような、そういう資料を机上に置いて、相互にビジネスとして議論を

していく。そんなようなことに取り組んで行くことが、将来的には必要ではないかと思っ

ております。 
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 加えて、空港の民営化に触れさせていただきましたけれども、６ページに少し記載がご

ざいますが、13 空港のうちの７空港をバンドリングして民営化が行われるわけです。残る

６空港の部分について、ここでは民営化の中で 13 空港の連携をと書かれてございますが、

７空港は民営化して、いわゆる地域分散というのでしょうか、そういうものをしっかりと

７空港の中で行っていくということが非常に重要であり、残りの 6 空港も含めた 13 空港の

連携を新たな空港会社に委ねるのは難しいと思います。残りの 6 空港のうち、3 空港は離島

空港で正に必要不可欠な足となりますし、１空港は少し位置付けが異なる丘珠ということ

でございますので、残る中標津と紋別という空港を、どのように維持していくのかは、道

の責任において知恵を絞る必要があると考えております。逆に民営化でバンドリングされ

ていないが故のメリットというのですか、機動性といったものもあるはずだと思いますの

で、そういう意味で、その空港の維持についてはしっかりと議論をしていく必要があるの

ではないかと感じております。以上でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。石﨑参与、お願いします。 

 

（石﨑参与） 

北海道運輸局の石﨑でございます。今回、資料の「おわりに」で、いろいろと記載いただ

いたことについて、まさにそのとおりだなと思いながら先ほど説明を伺っていました。一

つのまちづくりを踏まえて、公共交通機関をどう作り直すかという話ではございますが、

場合によっては公共交通機関の持続可能性というのを考慮しながらまちを作っていくとい

うか、まちづくりそのものを変えて行くということも重要かなと思っておりますが、いず

れにしても地域レベルでのご議論というのが進むということを期待しているところでござ

います。 

 また、吉見先生また山下委員からのお話にもありました、今回のとりまとめの考え方で

ありますとか、あるいは今後、道が交通の新たな指針の策定をするということで、それで

作って終わりではないというお話がございましたけれども、私どもも作って終わりではな

いと。そこからビジョンを掲げられたものについて、どう実現していくかというのが非常

に大事なのだろうなと思っておりますし、それぞれが課題の解決に向けて努力することが

大切だろうと思っております。私どもも、それぞれの役割で示されておりますので、それ

について何が出来るかというのは課題の解決に向けて、しっかりと検討していきたいと思

っています。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。川添参与、お願いいたします。 
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（川添参与） 

 NEXCO 東日本の川添でございます。私もこの会議でお話を伺っておりまして、高速道路

事業者としてどういう関わり方が出来るのかなというのは考えておりました。今日の資料

でも 10 ページに関係者の役割というのが書かれています。先ほども関係者が自分の問題と

して考える必要があるといった話が出ておりましたが、我々、（運行業務を行う）交通事業

者という立場ではないので、この中で言うとインフラを担当しているということで、立場

は「国」と書かれた部分に含まれるのかなと思うのですが、そんな中でこれから北海道の

新たな公共交通の姿が具現化していく中で、ここに書かれていますような道や市町村の施

策への協力ですとか、あるいは交通事業者に対する支援ですとか、こういった分野で高速

道路としてどういうふうにお手伝い出来るかというのは、その都度、念頭に置きながら進

めていきたいと思っております。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。代理出席の参与の方からご発言があれば、お受けしたいと思

いますが、いかがですか。どうぞ、お願いします。 

 

（原代理） 

 北海道開発局の原でございます。局長の今の代理で出席させていただいております。こ

のとりまとめにつきましては、本当にしっかりとまとめられて、いろいろな直接の意見と

いうことでは無いですけれども、先ほど来、高規格幹線道路の話が多くの委員の皆様から

も出ておりますので、少しだけお話しさせていただきたいと思います。 

公共交通ネットワークということで、北海道開発局は主に高規格幹線道路の整備を担当

しておりますけれども、先のワーキングチームの検討結果でもありましたし、本日のとり

まとめの中でも、あるいは委員の中でも多くの委員からご意見がございましたけれども、

高規格幹線道路については、今後とも一層の整備促進を図るべきであるというお話、それ

から、このとりまとめの最後の 11 ページの二つ目の項目にもありますけれども、今後の鉄

道網のあり方に関する地域における協議等を踏まえて、交通基盤のあり方についての議論

を深めることも必要となるということでございます。これらも踏まえて、引き続き高規格

幹線道の整備、全国に比べて遅れておりますので、ミッシングリンクの解消ですとか、あ

るいはリダンダンシー確保といった観点から、引き続き整備促進に努めてまいりたいと思

いますし、今後、進められて行くであろう地域における協議も踏まえて、さらには今後の

公共交通ネットワークに係る議論においても、開発局として出来る役割を果たしていきた

いと考えておりますので、引き続きよろしくお願いします。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございます。 
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 一通り、ご発言いただきましたけれども、概ね皆さん前向きなご発言をいただきまして、

やはりこれまで議論してきたことの積み重ねで今日はまとめですので、最初の第１回目の

ときには、なかなか深刻な意見交換から始まりましたけれども、各委員の皆さんからあり

ますとおり、これを機会にそれぞれの主体が連携・協調しながら、それぞれの取組をして

いくということが、今日のとりまとめとして共有できれば、この会は意義が果たせたのか

なと、私も個人的に思っております。 

 本日のご意見について、いろいろ出ました。新年度になってから、改めてこの北海道全

体の議論、あるいは地域での議論でそれぞれ反映させていかなければならないコメント等

がありますので、それは事務局のほうで記録させていただきまして、こういう点があった

ということを次の議論に引き継ぎたいと思いますが、概ね今日の報告案につきましては、

この後は石井会長と事務局と調整して、後は私、座長にご一任いただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

（会場） 

 はい。お願いします。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございます。それでは、本日の議論を反映した形で、地域公共交通検討会議

としての最終的な報告書としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最後、私から一言申し上げたいと思います。これから地域で議論をしていく JR の問題が

ありますけれども、地域で議論をするというのが新年度の北海道全体の大きな課題になっ

てくると思います。国の役割、道の役割、そして地域の役割、事業者の役割と、いろいろ

あるのですけれども、なかなか地域で議論しましょうと言っても、まだそんな状況ではな

いとおっしゃっている自治体もあるというのが聞こえるのですが、とにかく、これを機会

に議論しなければいない。では、どういうことを議論すれば良いのかというところですが、

単なる鉄道の存廃ではなくて、公共交通、あるいは道路といったもののネットワークを考

えることが、おそらく各自治体、あるいは北海道全体においても、やはり議論しなければ

いけないなという反省もあると思います。そういうことを踏まえながら、これから地域の

交通、あるいは、まちづくりと連携というのも報告の案に書きましたけれども、そういう

ことを議論する、その先に必要な交通機関は何か、あるいは JR なら JR を残すためにどう

したら良いかということなのかなと思います。 

 第１回目の冒頭で、私、三方一両損と言いました。三方一両損というと、あまり良いイ

メージが無いわけですけれども、大事なことは何かというと、それまでの三者、行政、こ

れは国・道・地方自治体でありますし、あるいは事業者、地域住民とありますけれども、

皆さんがやっぱり汗をかくということなのだろうなと、私はこの１年半の議論を通じて考

えてきました。 
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そのような中で、苫小牧市公共交通協議会の委員をずっとやっていまして、路線バスの

再編を道南バスがやっているのですが、市民と一体となった利用促進策というのをやろう

と思っても、なかなか出来なくて、どうしましょうかということで、まずはツールという

形でバスマップを作りましょうと。バスマップを通じて、住民やあるいは行政の皆さんが、

そしてバス事業者が動き出す一つのきっかけになれば良いなということで、苫小牧でやっ

ていたのですが、来年度、ようやく苫小牧市でバスマップを作ろうという話になったので

す。聞くところによると、胆振・日高で日胆の地域戦略会議があるのですが、そこの事務

局を苫小牧がやっていて、せっかくだから胆振・日高の広域的な観光のバスマップを作ろ

うというところまで話が動いているというのは、ちょっと嬉しいなと思います。こうやっ

て、一つのきっかけが地域、広域的なところ、そして最後は北海道全体という形でつなが

っていくということの良い事例だなと思って、何とかうまくいってほしいと思っておりま

す。 

 北海道が上からやることと、地域が下からやっていくこと。その中で事業者さんが、そ

れぞれの役割というようなことを、なかなか危機的な状況という形で始まったこの会議で

はありますけれども、何人かの委員の方がおっしゃったとおりで、これを良い機会に皆さ

んが汗をかいて、2030 年度に向けた交通体系を作っていければ良いなと考えているところ

です。私も一学者ですけれども、これからは地域に入り込んで行って、一緒に議論をして

いきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは、以上で意見交換を締め括りたいと思いますが、最後に知事からコメントをお

願いいたします。 

 

（高橋知事） 

 ありがとうございます。高橋でございます。 

 １年半の間、JR 問題の集中的な議論という場も別途あったわけでございますが、ご審議

を熱心にしていただきましたこと、心から感謝を申し上げる次第であります。 

 吉見委員のほうから、この委員会、この検討会を広域自治体が主催したということの意

味という、そういうお話があり、私自身も皆さま方のお話をお伺いしながら少し考えてお

りました。JR さんの再生推進会議でしたか、あれの検討がございまして、それを受けるよ

うな形で私どもが引き取って、こういう場を設定いたしたところであります。頭の中で思

い巡りますと、北海道という広域自治体は、他の 46 の都府県との比較において、やや異な

る特徴がある広域自治体であるということを改めて認識をいたしました。それは広大であ

るか故ということがあるのですが、公共交通ネットワークというものが、ある程度、この

位置の広域自治体の中で完結をしているという、そういう特徴でございます。そういう中

で、もとよりそれぞれの交通ネットワークに関する権限、我々、地方の自治体でございま

すので、無いもののほうがむしろ多いわけでありますが、一歩踏み出して我々の広域自治

体としての特徴を踏まえた形で議論が出来ればという形で皆さま方にお願いをし、この場
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を、設定いたしたところでございます。 

 結果的には、それぞれ委員の皆様のお話にございましたとおり、鉄路、空路、道路など、

様々な交通ネットワークの総合補完、総合関連、こういったことの重要性という議論が皆

さま方の共通認識になったというふうに思うわけでありますし、基礎自治体の皆さま方の

代表として今日ご出席の３町長さんと帯広市長さんがご参加をいただいたわけであります

が、それぞれの立場で、それぞれの地域づくりとして人任せにせずに自助努力ということ

が重要だということを、それぞれのお言葉でおっしゃっていただいたということも、大変

意義あることであったというふうに思う次第であります。 

 先ほど、岸座長のほうからお話がございましたとおり、今日のご意見を踏まえた形で座

長にお任せをいただくという形で最終案のとりまとめということで、お願いを申し上げた

いと思う次第であります。岸座長、それから石井会長に、改めて心から感謝を申し上げる

次第であります。これからも、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。それでは、最後、全体として皆さんからご発言があればと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（千葉課長） 

 長時間にわたり、ご議論いただきましてありがとうございました。今後についてでご

ざいますが、本日いただいた御意見を踏まえまして、先ほど座長からもお話がありまし

たとおり、岸座長・石井会長と相談の上、内容を修正し、皆さまにはお送りさせていた

だきます。 

 また、来月、４月の上旬には岸座長と石井会長から知事にご報告いただくことも予定

しているところでございます。その上で、当会議の親会議であります「北海道運輸交通

審議会」に検討結果をご報告いただいた上で、新年度に予定しています、道の新たな交

通政策に関する指針の策定に反映させていくよう考えているところでございます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

 

（会場） 

 ありがとうございました。 


