
1 

 

第５回地域公共交通検討会議議事録 

日時：平成 29年２月 15日（水）10:00～11:35 

場所：ホテルポールスター札幌 ２階 コンチェルト 

 

 

（千葉課長） 

 皆さま、お揃いになりましたので、ただいまから第５回目、地域公共交通検討会議の会

合を開催させていただきます。私は事務局の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、始めに高橋知事よりご挨拶を申し上げます。 

 

（高橋知事） 

 皆さま、おはようございます。高橋でございます。 

 本日は、大変お忙しい中、第５回地域公共交通検討会議にご出席をいただきまして、誠

にありがとうございます。 

 本検討会議におきましては、これまで道内の公共交通が直面する課題や、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、活発なご議論をいただいてき

たところであり、重ねて御礼を申し上げる次第であります。 

 本道の公共交通を取り巻く状況は、大きく変化をしているところであり、特に昨年 11月

に JR北海道さんが発表された、単独で維持することが困難な線区が、全道の鉄道網の約半

分にも及び、今後の進め方によっては、本道の交通網に重大な影響を及ぼす可能性があり

ますことから、道民の皆様方の間でも鉄道網の将来に対する不安が非常に高まってきたと

ころであります。 

 こうした中、前回の第４回会議で、検討会議の作業部会として設置をいただいた鉄道ネ

ットワークワーキングチームにおいては、岸座長のもと、石井会長にもご参画をいただき、

年末年始を挟む短期間で４回にわたり精力的にご検討をいただいた後、検討結果について、

先般ご報告をいただいたところであり、委員の皆さま方には、この場をお借りして心から

御礼を申し上げる次第であります。 

 道といたしましては、今後、道議会でのご議論をいただくことにしているところであり

ますが、本報告書の趣旨を十分に踏まえて、JR北海道が中長期的な展望に立って経営の再

生に取り組んでいけるよう、抜本的な支援を道が中心となって国に求めてまいるとともに、

地域での協議にも道が積極的に関わるなど、沿線自治体と一体で取り組んでまいる考えで

あります。 

 ワーキングチームの検討結果は、後ほど事務局から説明させていただくこととしており

ますが、検討会議の委員の皆さま方におかれましては、この検討結果も踏まえながら、将
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来を見据えた本道における公共交通ネットワーク全体のあり方について、方向性を、おま

とめをいただければと考えているところでございます。 

 お集まりの委員の皆さま方、それぞれのお立場から、活発なご議論を、心からお願いを

いたします。私からは以上です。ありがとうございました。 

 

（千葉課長） 

 議事に入ります前に、委員・参与の異動がございましたので、ご紹介いたします。 

 まず、札幌エアラインズアソシエーションの会長の異動によりまして、会長の三宅英

夫様に、新たに委員にご就任いただいております。よろしくお願いいたします。 

 

（三宅委員） 

 三宅でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（千葉課長） 

 また、本日、ご欠席ですが、参与機関の北海道商工会議所連合会の会頭の改選によりま

して、会頭の岩田圭剛様に、新たに参与にご就任いただいております。本日は、政策企画

部長の福井様に代理出席をいただいております。 

 本日の出席者はお手元に配布のとおりでございます。外崎委員がご欠席されており、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代理出席をいただ

いております。 

 なお、米沢委員は、用務の都合によりまして 11 時 30 分頃退席の予定となっております

ので、予めお知らせいたします。 

 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、資料といたしまして資料１－１、１－２、資料２、資料３、そして参考資料、以

上お配りさせていただいております。 

 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いたします。よろしくお

願いいたします。 

 

（岸座長） 

 それでは、本日もよろしくお願いいたします。 

 まずは議事の１番目でございますけれども、「鉄道ネットワークワーキングチームの検討

結果について」、事務局から説明をお願いします。 

 

（黒田局長） 

 それでは、さっそく資料の説明に入らせていただきます。鉄道ネットワークワーキング

チームの検討結果に関しまして、お手元に資料１－１といたしまして報告書の要約版と、
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資料１－２といたしまして報告書本体をお配りしてございます。 

 資料１－２の本体版で、ご説明をさせていただきます。 

 まず、１ページ目をご覧ください。上段の枠内でございます。鉄道ネットワークワーキ

ングチームは、JR北海道が昨年 11月 18日に発表いたしました事業範囲の見直しに、道や

地域が対応していく上で必要となる「全道的な観点から将来を見据えた鉄道網のあり方」

などについて検討するため、地域公共交通検討会議の作業部会として設置をしたものでご

ざいます。これまで、昨年 11月 22日の第１回会議を皮切りに、計４回の議論を経まして、

更に２月７日、岸座長、石井会長から知事に対して検討の報告が行われたということでご

ざいます。 

 ページの下段の左側、検討の前提でございます。１といたしまして、全道的な観点から

検討を行うものであり、個別の線区につきましては、直接結論を出そうとするものではな

い。２といたしまして、北海道新幹線の札幌開業が予定されております 2030年頃を念頭に

中長期的な視点から検討を行うこと。また、３といたしまして、まずは必要性の観点から

鉄道網のあり方を検討し、その上で課題と方策を検討することの３点を掲げてございます。 

 また、ページの右側になりますが、検討に当たりましての基本認識として、今回の線区

の見直しは、単にローカルな問題として扱われるべきではなく、我が国全体の鉄道網や、

北海道全体の将来に関わる多面的な問題であるとの考え方を示したものでございます。 

 ２ページ目をご覧ください。鉄道網のあり方でございます。 

 上段の枠内に記載してございますが、広大な北海道におきましては線区ごとに鉄道が果

たしている役割が異なることから、ワーキングチームでは北海道の将来像や交通環境の変

化を踏まえまして、鉄道網を形成する路線を六つに区分し、それぞれ方向性を整理したと

ころでございます。以下、各類型の考え方について、ポイントを説明させていただきます。 

 ３ページ目をご覧ください。まず、１といたしまして、札幌圏と中核都市等をつなぐ路

線でございます。広大な本道におきましては、都道府県の県庁所在地に匹敵する都市機能

が集積をしております。中核都市と札幌圏をつなぐ路線については、地域における可能な

限りの協力支援のもと、引き続き維持されるべきであるという整理でございます。 

 次に５ページ目をご覧ください。２といたしまして、広域観光ルートを形成する路線で

ございます。観光客の周遊を支える鉄道網の役割は大きい。その一方で、観光利用だけで

鉄道を維持していくことは難しいことから、地域におきまして持続的な運行のあり方を検

討する必要があるというものでございます。 

 次に６ページ目をご覧ください。まず、３といたしまして国境周辺地域や北方領土隣接

地域の路線でございます。両地域とも、我が国の国土形成等の観点から政策的な振興を図

っていく必要があり、地域における可能な限りの協力・支援のもと、適切な対応が必要で

あるとの共通認識を示してございます。その上でロシア国境に隣接をし、特定有人国境離

島地域を有する宗谷地域は、今後のロシア極東地域との更なる交流拡大の可能性を踏まえ、

引き続き鉄路の維持を図る必要があるとしています。 
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 また、北方領土返還運動の拠点として重要な役割を有する北方領土隣接地域につきまし

ては、北方領土における共同経済活動等が期待される中、鉄道の役割を十分考慮する必要

があるとしております。 

 ページの右側でございます。４といたしまして、広域物流ルートを形成する路線であり

ます。食料供給地域であります本道にとりまして、鉄道貨物輸送の果たす役割は重要であ

る一方、輸送実績や線路等鉄道施設の負担も考慮し、物流の効率化、最適化の観点から、

トラック輸送や海上輸送も含め、総合的に対策を検討する必要があるとしてございます。 

 次に７ページ目をご覧ください。５といたしまして、地域の生活を支える路線でありま

す。収支が極めて厳しい路線につきましては、他の交通機関との連携、補完、代替なども

含めた最適な地域交通のあり方について、交通事業者や国、道の参画のもと、地域におけ

る検討が必要であるとしてございます。 

 ページの右側でございます。６、札幌市を中心とする都市圏の路線であります。利便性

の向上に一層努めることなどにより営業収入の増加を図り、道内全体の鉄道網維持に資す

る役割を果たしていくことが必要であるといった内容で整理をしてございます。 

 次に８ページ目をご覧ください。８ページ以降につきましては、JR北海道の持続可能な

経営構造の確立に向けた取組について詳しく説明してございますが、大きく三つの柱に分

けてございます。 

 まず、８ページ目でございますが、一つ目の柱といたしまして、１、国による抜本的な

支援でございます。JR北海道の危機的な経営の現状を踏まえますと、線区の見直しや地域

の協力・支援だけでは経営再生の実現は難しく、国による抜本的な対策として、貨物列車

の割合が高い本道の輸送体系を踏まえた支援、青函トンネルの維持管理に係る負担の軽減、

鉄道施設等への老朽更新対策、増収策への戦略的支援、平成 31年度以降の資金対策の五つ

の対策を記載してございます。ワーキングチームの議論におきましては、国に求める事項

を明記すべきとのご意見があり、９ページ以降、それぞれの方策について詳細な考え方を

示してございます。 

 次に、11ページ目をご覧いただきたいと思います。JR北海道の持続可能な経営構造の確

立の二つ目の柱といたしまして、JR 北海道の提案に関して記載をしてございます。今回、

JR北海道さんから提案がありました経費節減、運賃値上げ、利用促進について、暮らしへ

の影響が大きく、JR北海道さんにおきましては徹底した情報公開、丁寧な協議を行うこと

が不可欠であることなど。 

 また、13ページでございますが、上下分離につきましては、JR北海道がこれまで老朽施

設等の計画的な更新がなされないままに現在の状況に至っており、道内自治体の厳しい財

政状況を考えますと、これらの費用について自治体に負担を求めことは現実的に難しいと

の判断を示してございます。 

 最後の三つ目の柱でございますが、14 ページ目をご覧ください。３といたしまして、地

域の実情や線区の特性を踏まえた方策についての議論でございます。JR北海道さんの危機
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的な状況を考えますと、地域の可能な限りの協力が求められ、国や道の参画のもと、実効

性のある方策を見出していくため、地域における検討を早急に開始することが必要である

こと。また、JR北海道が提案をしています四つの手法だけが選択肢ではなく、提案されて

いる手法についても様々な形が考えられ、それぞれの地域があらゆる可能性について検討

していくことが必要であることなどを考えてございます。 

 次に、15 ページ目をご覧ください。公共交通ネットワークと鉄道網についてでございま

す。本道におきます鉄道網のあり方につきましては、高速道路網やバス、航空ネットワー

クなど、他の交通モードとの連携、補完、代替など役割分担についても考慮する必要があ

るとし、高規格幹線道路や乗り合いバス事業、道内空港運営の民間委託等について、今後

さらに議論を進めて行く必要があるとしています。 

 次に、16ページ目をご覧ください。今後に向けてと題しまして、2030年頃の北海道を支

える鉄道ネットワークを実現するためには、鉄道事業者、行政、住民等が、それぞれ役割

を認識し、相互の理解と協力により取組を進めていく必要があるとの基本認識のもと、今

後に向けた関係機関の役割を、それぞれ記載してございます。 

 最後に 17ページ目をご覧ください。道の役割につきましては、Ⅴに加えましてⅥにおき

ましても、独立な章として重ねて記載をしてございます。公共交通ネットワークの将来性

のデザイン、地域の協議等への積極的な関わり、抜本的な支援に関する国への要請、必要

な鉄道網を維持していくための地域の取組に対する協力・支援、広域的な利用促進策の展

開、以上、５点につきまして、国や市町村などとの密接な連携のもと、積極的かつ主体的

な取組を展開していくことを求められているということでございます。 

 ワーキングチーム報告書に関する説明は以上でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。この件につきましては、あとで議論と一括して意見交換をし

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、続いて議事の２番目ですけれども、「本道の公共交通ネットワークのあり方につい

て」ということで、論点について事務局から説明をお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

 それでは、引き続き、ご説明させていただきます。本道の公共交通ネットワークのあり

方に関する論点ということでございまして、資料２、資料３、参考資料により、ご説明さ

せていただきます。 

 最初に資料２をご覧いただきたいと思います。これまでの議論の整理でございます。検

討会議は、これまで４回にわたり各交通モード等の現状や課題、また、地域における取組

等について、委員の方々からそれぞれお話をいただき、情報を共有しながら公共交通のあ

り方について意見交換を行ってきたところでございます。 
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 また、鉄道に関しては、ただ今説明したとおりワーキングチームにおいて集中的な議論

を行い、検討結果を取りまとめたということでございます。 

 これまでの検討会議での議論を整理いたしますと、この資料の図の左側でございますが、

交通を取り巻く環境に関し、まず交通環境の変化といたしまして、北海道新幹線の新函館

北斗開業、札幌開業、高速道路の整備の進展など、また、社会環境の変化といたしまして、

人口減少と高齢化、都市部への人口集中、外国人観光客の増加等について、これまで確認

してきたところでございます。 

 次に、中央になりますが、各交通ごとの現状・課題といたしまして、交通網と地域の区

分で、各委員からご説明をいただいた課題などを整理してございます。 

 右側の方、主な意見ということでございますが、まず、鉄道に関しましては、更なる情

報公開が必要、貨物列車の線路使用料のルール再考等が必要といったご意見をいただいて

ございます。また、交通機関相互の連携に関しましては、項目下のほうでございますが、

広域分散型の本道におきましては、鉄道、バス、航空機といった交通機関の特性を活かし

ながら相互に補完していくことが重要といったご意見、そして下段でございますが、地域

公共交通のあり方に関しましては、新幹線、LCC 等、プラスの影響をどう地域に及ぼして

いくかという視点も必要。また、公共交通体系を守るためには、事業者に任せるだけでは

なく、国や道、市町村の協力が必要といったご意見等をいただいたところでございます。 

 また、昨年８月の第３回会議におきましては、岸座長から道内の公共交通ネットワーク

のあり方について、座長私案を提示していただいたところでございます。 

 参考資料をご覧いただきたいと思います。概要といたしましては、国内外との交流人口

の大幅な拡大といった北海道の将来の姿を据えまして、資料の順番、右側でございますが、

都市間移動・輸送における高速性の確立、地域の実情に応じた公共交通ネットワークの確

保といった五つの取組の方向性とともに検討する上での基本的な視点といたしまして、安

全性、利便性、高速性、持続性など、九つの視点が必要であると説明されています。 

 ページの下段でございますが、その上で、新幹線の札幌延伸が実現する 2030年頃を目指

す時期といたしまして、また、ネットワークの形成イメージとしては、右側のほうに記載

してございますが、幹線交通、広域交通、市町村内交通の三つに区分をいたしまして、あ

り方を考える必要があるのではないかといった提案となってございます。 

 以上を踏まえまして、資料３をご覧ください。本道の公共交通ネットワークのあり方に

関する論点ということでございます。今後、皆さまに論議していただきたい論点につきま

して、座長の岸先生とも相談の上、最終的な取りまとめをイメージしながら整理をしてご

ざいます。 

 まず、資料３の表紙をご覧ください。Ⅰといたしまして、公共交通ネットワークのあり

方について留意すべき環境変化等でございます。人口減少・高齢化の進行と都市部への人

口集中や、広域分散型の地域構造等、八つの視点を整理してございます。 

 次に、その下のⅡ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でご
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ざいます。座長私案等を踏まえまして、公共交通ネットワーク形成に向けた基本的な考え

方、三つの階層からなるネットワークの形成イメージについて、それぞれの点を整理して

ございます。 

 最後にⅢとしまして、関係者の役割でございます。交通政策基本法におきます国や地方

公共団体、事業者といった関係者の役割を踏まえながら本道の実情を考えた場合に、さら

にどういった役割分担が必要かといった疑問点を、例示といたしまして提示をしていると

ころでございます。 

 １枚めくっていただきまして、１ページ目をご覧ください。ネットワークのあり方につ

いて留意すべき環境変化等ということで、ただいま八つの項目についてお話しましたが、

順次、説明をしてまいります。 

 まず１番目といたしまして、人口減少・高齢化の進行と都市部への人口集中でございま

す。本道の人口は 1997年をピークに全国を上回るスピードで減少しております。国の研究

機関の推定では、今後、大幅な減少が見込まれるということでございますが、道では様々

な対策を講じることによりまして、2040年時点で 460万～450万人の人口が維持されるよ

うに可能な限りの減少の抑制に努めるということで、取組を進めているところでございま

す。また、札幌への人口集中が進んでいるという状況を示してございます。 

 その下段、２の広域分散型の地域構造等でございます。本道は全国の 22％を占める広大

な地域に人口や都市機能が分散してございまして、札幌市と中核都市等との距離は、東京

都と近隣の県庁所在地との距離に匹敵するものでございますが、都市によりましては移動

に要する所要時間が県庁所在地と比較して２倍以上のケースも見られるような状況になっ

てございます。 

 次に右上の３として、積雪寒冷な気象条件や頻発・激甚化する自然災害でございます。

広大な本道におきましては、地震や津波、火山の噴火等、様々な大規模自然災害のリスク

がございます。昨年８月から９月には、観測史上、初めて北海道に四つの台風が上陸・接

近をいたしまして、本道の交通インフラに重大な影響・被害をもたらしたところでござい

まして、まだその影響は続いている状況でございます。 

 次に、その下、４のグローバル化の更なる進展と増加するインバウンドでございます。

近年、アジア諸国を始めといたしまして、本道を訪れる外国人観光客が急増してございま

す。道では 2020年度を目途に来道外国人観光客を 500万人とする目標を掲げて、インバウ

ンドの更なる拡大に向けた取組を進めているところでございます。 

 ２ページ目をご覧ください。５といたしまして、北海道新幹線の新函館北斗開業と札幌

開業でございます。昨年３月、北海道新幹線が新函館北斗まで開業いたしまして、現在、

関東、東北地方から旅行者が大幅に増加をしているということでございます。また、2030

年度には新函館北斗・札幌間の開業が予定されてございまして、これにより道央圏に新千

歳空港と並ぶ道外からのゲートウェイが誕生し、交流人口の一層の拡大が期待されるとと

もに、二次交通の充実強化が求められるということでございます。 
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 次に６といたしまして、道内空港の運営の民間委託に向けた取組でございます。四方を

海に囲まれた広大な本道におきましては、航空路の果たす役割は大きく、道内空港の一層

の機能強化を図ることが重要となってございます。現在、道では複数空港の一括民間委託

という手法等を通じまして、新千歳空港の国際拠点空港としての機能強化や、道内 13空港

の連携によりまして、道内空港ネットワークの充実・強化に向けた取組を全力で進めてい

るところでございます。 

 次に７番目といたしまして、高規格幹線道路の整備状況でございます。道内の高規格幹

線道路網、着実に整備が進められてきておりますが、全国と比較して開通率は低いと。ま

た、未着手区間が多いという状況にございまして、更に整備促進が必要となってございま

す。 

 最後、８番目でございますが、新たな技術への期待でございます。運転手不足など、様々

な課題の解決策といたしまして、人工知能を活用した自動運転技術等、新たな技術の進化

に期待が集まってございます。国は高速道路での自動走行や、限定された地域での無人自

動走行の実現に向けて取組を進めてございます。また、民間レベルでもスマートフォンの

データを活用するなど、IoTを使った交通関連サービスの高度化等の取組が進められている

ところでございます。 

 以上、八つの点を挙げたところでございますが、この他、留意すべき点などご意見をい

ただければと思います。 

 続きまして３ページ目をご覧ください。Ⅱ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でございます。論点としては、二つございます。これまでの検討会に

おける議論等を踏まえまして、公共交通ネットワーク形成に向けた基本的な考え方、方向

性をどのように整理するかといった点でございます。また、広大な本道におきまして、ネ

ットワーク体系を三つの階層に区分し、それぞれの充実、ネットワークの連携強化を図る

べきではないかといった点でございます。 

 まず、基本的な考え方でございます。四つの考え方を、案としてお示ししています。ペ

ージの真ん中でございますが、１点目といたしましては、国内外との交流人口の大幅な拡

大を実現する交通ネットワークです。また、２点目といたしましては、道民や来道者の方々

の広域周遊の円滑化に資する交通ネットワーク、３点目といたしましては、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、最後に４点目といたしまして、防災

機能強化や国土強靭化に資する交通ネットワークの持続です。このページの下になります

が、めざす時期といたしましては、座長私案のとおり北海道新幹線の札幌開業が実現する

2030年頃と考えてございます。 

 １枚めくっていただいて、４ページ目でございます。ネットワークのイメージです。昨

年、道が策定をいたしました北海道総合計画における地域づくりの基本的な考え方を踏ま

えまして、道内の都市部の位置付けをページの左側の中段に書いてございますが、都市機

能の集積の状況から、中核都市、中核都市群、地域中心都市といったところで整理をいた
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しまして、広域での市町村間の連携補完を図っていくこととしてございます。 

こうした点を踏まえまして、ページの下段でございますが、本道の公共交通ネットワー

クを考えるにあたりましては、移動範囲の大きさや地域間のつながりの観点から、座長私

案にあります幹線交通、広域交通、市町村内交通といった三つの階層に分けまして、それ

ぞれの階層ごとに取組の方向性を考え、その連携を重視していくことが必要ではないかと

いった考え方でございます。ページの右側の方には、道内都市分布と交通ネットワークの

現況のイメージを整理してございます。 

 また、幹線交通につきましては、中核都市間を結ぶ本道の骨格となるネットワーク、広

域交通につきましては、中核都市と地域中心都市、あるいは観光地等への移動を支えるネ

ットワーク、市町村内交通につきましては、単一の市町村、周辺エリアでの日常生活に密

着したネットワークをイメージしてございます。こうした考え方について、ご意見をいた

だきたいと思います。 

 最後に５ページ目です。関係者の役割でございます。論点としましては、２点ございま

す。平成 25 年 12 月に施行されました交通政策基本法におきましては、交通に関する施策

の推進は、まちづくり、観光立国の実現等の観点を踏まえまして、国、地方、公共団体、

交通事業者、住民その他の関係者が連携、協働しつつ、行わなければならないとされてい

ますが、人口減少や広域分散型の地域構造などといった本道の実情を踏まえた場合、さら

に、どのような役割分担が必要か。また、公共交通に関わる関係機関が連携・協力を図る

上で、具体策としてどのような取組が考えられるかという２点でございます。下段に、参

考まで、こうした法律に基づく関係者の責務と役割を整理してございます。 

 資料の説明は、以上でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。それでは、意見交換を行いたいと思いますが、いったん、改

めて、これからの意見交換の論点を整理いたしますと、まず、鉄道ネットワークワーキン

グチームで議論を重ねて行った結果は、冊子にまとめてご報告いたしましたけれども、鉄

道については、一応、こういう方向でということがまとまりましたので、この検討結果に

ついてご意見があればいただきたい。また、それを踏まえた上で、この地域公共交通検討

会議は他の交通手段、バス、タクシー、あるいは航空、道路といったそれぞれ関係する方々

にお集まりいただいておりますので、それも含めた中での公共交通のあり方について、最

終的に取りまとめをしていきたいと考えております。 

 これまでの議論の整理ということで、資料２でまとめておりますけれども、これは委員

の皆さまから出されてきたものを、まとめたものでございます。 

 あと、座長私案というものがありましたけれども、これは、あくまでも座長私案という

ことでございますので、とりまとめの方向性ということで今日お出ししたのが資料３とい

うことで、座長私案をベースにしながら、論点を、考慮すべき、留意すべき環境の変化、
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あるいはネットワークのゲートウェイとして、関係者の役割という形で三つにまとめさせ

ていただきました。 

 これからの意見交換ですけれども、例えば１番、２番、３番という形で出しましたけれ

ども、これに対するご意見、あるいは他の視点があるかどうかということについても、い

ただければと思います。 

 それでは、最初、私から指名させていただきますけれども、まずは石井先生、お願いい

たします。 

 

（石井会長） 

 北大の石井でございます。最初にワーキングチームの報告に関して少し触れさせていた

だきます。私自身は従来から JR北海道の経営問題に関して、経営安定基金の利回りの低下

ということが非常に大きいのではないかということで、このあたりの区分というのはスキ

ームの問題にも関わるということで、国サイドの責任というようなこともあるのではない

かということを申し上げてきて、この中でも国の責任ということでの支援に関して、道庁

が中心になって要請ということになると思いますけれども、頑張ってこれからやっていた

だくという方向が出ていると思います。 

 とは言え、線区の見直しの前提ということで言うと、30 年間の人口減少という要素も非

常に大きいということで、特に見直しの対象になっている線区について見ていきますと、

かなりの人口減少がすでに起こっているという実態があります。いずれにしても、そうい

う要素も受け止めて、この報告書で一応、基本的な考え方ということに関しては共通認識

が取れるような内容を出させていただいたかと思いますので、具体的な協議事項にそれぞ

れの地域が入っていただくということが非常に重要ではないかと思っております。この中

で特に名寄と稚内、旭川と網走については、今時点ではミッシングリングの存在等もあっ

て、維持が必要ではないかということで、その際、地域における可能な限りの協力支援と

いう言い方をさせていただいたわけですけれども、やはり実際に残していくためには、地

元がどういう形で関与して、できる範囲の支援をするかということを具体的に考えていた

だくことが重要になるのではないかという認識です。 

 いろいろ見ていますと、まだ全体を把握できていませんけれども、国の制度等でも、い

わば地域交通、鉄道のある種の再構築ということに関して、支援制度等があるということ

も聞いておりますので、様々なそういったものを具体的に検討していく必要があるのでは

ないかと思っております。昨今は市民資金の提供ということで、クラウドファンディング

のような動きも活発でございますけれども、文字通り、それぞれの地域にとってどうして

も維持する必要があるという前提であれば、そういった手法を活用して、市民も含めた資

金提供ということも、金額は別としまして考えていく必要があるのではないかと思ってお

ります。 

 一方で国のスタンス、どうも国会等の議論を少し側聞すると、非常に厳しいスタンスを
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持っておられて、JR北海道の経営を支えるということに関しての支援というのは非常に消

極姿勢がどうもあるかなというような状況でございますので、逆にそこに関してはできる

だけ具体的な対策等、整理しながらアプローチをお願いしたいと思っています。個人的に

は、私などはＪＲ貨物がかなり通っている部分を上下分離するというような極端な方法等

で線路使用料の問題をもっと具体的に顕在化するというような、ある意味では、そういう

具体的な対応策ということもできる。ご検討いただいて、対応をしていただきたいと思い

ます。 

 今後の交通ネットワーク全体の問題に関しては、JRへの負荷というものを、どういうふ

うに埋めていくかという視点が重要ではないか。非常に広域分散の地域構造という中で、

鉄道が担える輸送というようなものについて、限界があるということが JR の見直しの発端

だということでございます。特に航空、空港民営化という流れを含めて、いろいろ動きが

ございますけれども、道内の航空路でどう安い料金で提供できるかということに関して、

むしろこれは極端に言うと、同じ費用をかけるのであれば、航空路線の維持のほうが、ず

っと小さな費用で維持できると、計算上、そういう計算も出ているものもありますので、

政策的な対応ということで、ぜひこれから考えていく必要があるのではないかと思ってお

ります。 

 高速道路なりの延伸の中で、高速バス等の役割も着実に増しているという実績、実態の

数字もございますので、改めてそこら辺の適切な連携関係ということに関しては、ぜひ一

緒に見直させていただけると思っております。とりあえず、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、吉見委員、お願いいたします。 

 

（吉見委員） 

吉見でございます。私も鉄道のワーキングチームの委員となっておりましたので、それ

自体について改めて意見を申し上げるということは、あまりないわけでありますが、先ほ

どもご説明がございましたように、この中にはたくさんのことが含まれております。特に

JR北海道の現況を考える、あるいは地域の状況を考えたときに、国に対していろいろなこ

とを求めて、あるいは発言していかなければならないことが、たくさん盛り込まれている

報告書になっているかと思います。そのときに、北海道がある役割を果たして、つまり北

海道がそれぞれの地域を繋げていくという役割を果たすことを、むしろ積極的に示してい

るものになっているかと思います。 

 これ以降は、それぞれの路線を抱える地域において、地域の中で様々な話し合いや発言

をして動いていく段階に、もはや来ていると思います。このまま地域のそれぞれの意見、

あるいは地域のそれぞれの鉄道路線に対する考え方を、ある程度明確にしつつ、それぞれ

の路線をどうやって今後運営・運行していくのかというアイデアを、それぞれに出してい
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かなければならない。特に、この報告書の中では路線の性格はそれぞれ違いがあると言っ

ているわけですから、十把一絡げに北海道の路線ということで議論をしていくのは、やは

り国に対してものを申していく場合にも説得力を欠く。それぞれの地域の特性や、必要性

というものを、それぞれに議論していくことが必要な段階に来ているなと考えているとこ

ろであります。 

 それから、それ以外の交通も含めての考え方、この会議の論点でございますけれども、

ここまでそれぞれバス、鉄道、航空、道路等々を含めてお話を私も伺って来たところであ

りますけれども、北海道全体として今後の北海道の交通を考えるには、いろいろなアイデ

アや新しい発想をそれぞれに入れていかないといけないのかなと思うわけです。 

 例えば、端的にはバスや鉄道や航空の垣根と言いましょうか、ハードルと言いましょう

か、そういったものを下げていく必要がある。それぞれのモードでそれぞれに考えるとい

うよりも、それぞれどういうふうに連携をしていくのかを考えることが必要なのかなと考

えております。その中でいろいろな制度の改革なども本来は必要であろうと。これは北海

道のみならず、日本全体において考えられなければならないことではありますが、鉄道も

そうであったように、北海道で限定的に地域の交通を考えるということでは済まないとい

うところがありますので、先駆的にと言いましょうか、北海道でこういったことを今後、

考えていく必要があるのかと考えているところであります。 

 例えば、バスについて言えば、すでに人口減少等もあり、各地域のバスの運行、あるい

は経営が、かなり厳しくなってきているという状況がございます。この問題をどういうふ

うに今後改善していくのか、これは非常に大きな問題だと思います。あえて海外の例で言

えば、バスは、かなり再編が進みました。バス会社等々の合併があり、いわゆる規模を大

きくして何とか乗り切ろうという方向性が見えました。これが正しい方向性なのかどうか

ということは別でありますが、いままでの形をそのまま維持しつつ、地域の交通、地域の

人々の足を守っていくということは、どんどん厳しくなっていく。ここは鉄道の議論にな

りましたけれども、バスについての経営も、やはり考える必要性が出てきています。また、

高齢化等に伴ってバスが、これも外国の例で行きますと、小型のバスが自宅の前まで来る。

事前に予約などをしておけば、路線バスなのですが、ちょっと路線から横に寄って、近く

の家まで寄って来るのです。そういったようなサービス等も行われている。すなわち、こ

れはもうタクシーに近いような利用のされ方をバスがしているということでありますから、

そういう意味ではタクシーとバスの垣根も、だんだんと無くなっていく可能性があるので

す。そこを守ろうとしてしまうと、地域の足、あるいは地域の人々の利便性を逆に失って

しまうのではないかとも思うわけです。 

 航空にいたしましても、これは空港に降り立った後に、どうやって移動するのかという

問題がかなり残っております。例えば、空港に降り立っても、その後の公共交通の足が無

く、あるいは行きたい町に公共交通で行けない。そういう状況が現に各地で生まれてきて

おります。その中で航空会社自身がバスを運行するというのは、これは静岡の富士山静岡
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空港においてフジドリームエアラインズが、空港から掛川までのバスを運行しております

けれども、そういったような工夫、航空とバスとの垣根が無くなってきた事例もあります。 

あるいはドイツでは鉄道に飛行機の便名がついているものがあります。すなわち、航空

券でドイツの鉄道に乗れる。飛行機と鉄道の間の垣根が無くなっている、こういったよう

なことは、中々いままで日本でやってこなかったり、できなかった部分だなと思います。 

 今後、インバウンドが増えていくという中で、インバウンドの旅行者の方も、どんどん

旅行は個人化していくと思います。個人化していくときに、北海道では、来られた方に、

あとはレンタカーでどうぞという、今までどおりのやり方で良いのかということですね。

我々自身の海外への旅行の仕方を考えれば、皆さん、アメリカに行って、アメリカ人がよ

くやっているように、すぐ空港でレンタカーを借りて旅行をするのかというと、我々には

ハードルがあるわけですね。それは逆に本道にいらっしゃる外国人の方々にとっても同じ

だと思います。個人旅行が進めば進むほど、レンタカー頼みではなくて、公共交通でどう

やって本道を周っていただけるのかということを、いろいろな交通網全体で考える必要が

あると思うのです。 

 地域交通に関して、いま申しましたようなことを総合して考えたときには、それを考え

るシステムとか、機関というものも考えなければならないのかなと思っております。海外

では、いわゆる運輸連合というものがあって、市町村よりも少し大きめの、しかし都道府

県よりは小さめの、まさに地域の交通の流動に合ったエリアで交通を考えるような、日本

的に一番イメージとして合いやすいのは、事務組合のようなものかもしれませんが、そう

いったような機関をつくる。そこで交通全体を所管するような仕組みがありますが、日本

にはありません。市町村では小さすぎ、今回のように道が考えるとなると、それぞれの地

域ごとの特性を考えにくいということにもなります。実は、そういう地域の構図を考える

仕組みというのは、恒常的につくるということも本来、必要なのではないかなと思います。

また、それに加えて、今度は、高速道路を含めた、それぞれの地域交通同士を結ぶ都市間

交通という仕組みを、もっと広い視野で考えるという仕組みも必要であります。 

 いろいろ申し上げましたけれども、おそらくは皆様には、それは難しいとか、それはで

きないとか、いろいろなことが想起されたのではないかと思いますが、もはやできない理

由を言うのではなくて、どうやったらできるのかということを考えていかなければいけな

い時期に来ていると私は思っているわけであります。ですので、本道の今後の公共交通を

持続的に将来に向けて、道民の利便性を、足を守るためにアイデアをいろいろ出して、そ

して、いままでの仕組みを変えていくということこそ必要なのかと思いました。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、米沢委員、お願いいたします。 
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（米沢委員） 

 JR の件については、だいたい皆さんがおっしゃっていただいたところかなと思います。

ただ、あの中で感じたのは、中核都市間の部分というよりは、札幌から中核都市という論

点が中心だと思うのですけれども、今回、この全体の公共交通の話でもそうなのですけれ

ども、やはり中核都市間のところで、ずいぶんと差があるのが改めて今回いただいた資料

を見て思いました。特に私は東北海道のほうにおりますので、そこで見て行きますと、例

えば帯広から北見まで、わずか 150 キロしか無いのですけれど、普通で行けば高速バスで

２時間半ぐらいだと思うのですが、いま実際は６時間もかかってしまっている。ですから

北海道の地図の右側半分、あちら側においての中核都市間のネットワークというのは、札

幌圏のいわゆる「圏」というところとの間で、ずいぶんと差があるのだなと思いました。 

 広域分散型という論点が、いろいろな資料に出てまいりましたけれども、そうやって考

えたときに、どうしても東なら東、北なら北という形で少し分けて考えていかなければな

らなくなるだろうと思うのですが、そのときに少し差がありすぎる。もう一つ言えば、帯

広・旭川間ですね、ここも実は近いようで遠い場所であります。 

 空港の話にも飛んでしまうかもしれませんが、空港、いま七つの話をしておりますが、

空港の七つは、全部、中核都市です。ですから、空港から次にどうするという二次交通の

話をしていくにあたっても、中核都市間のバランスが非常に悪いというところが、これか

ら将来、北海道全体を考えたときにでも、少しネックになってきてしまうのかなと。自主

自立と言いましょうか、先ほど吉見先生のお話にもございましたけれども、この地域が産

業も含めてどうやって生きて行くんだということ。そうしないと、そこに人が減っていき

ますし、そうすると、そのときに、いま言ったような点が、先ほどの石井さんのお話で言

えば金額というお話がありましたけれども、もう一つは時間だと思います。都市間がどの

ぐらいの時間で結ばれているのかということは、非常に大きいと思います。 

 ちょっと話があちこちになりましたけれども、私、よく陳情に行きます。高速道路の陳

情など、よく行くのですけれども、このときにいつも思います。みんな、圏域ごとに行っ

ています。私は十勝の期成会で行きます。網走・北見は、また別々の期成会で行きます。

先ほど言いましたけれども、高速道路のつながっていない部分を、別々のところが別々の

人たちで行くのです。北海道全体の中で、今回の目的がそうだと思いますけれども、空港

ですとか鉄路、高速道路、この全体の中での優先順位というのでしょうか、この地域、地

域の、北海道の中での優先順位をつくって、北海道の１本としての陳情って、どうしてい

ままでやっていないのだろう。もしかしたら、やっているのかもしれませんが、私の中で

の認識が無いものですから。よく県ベースで、「こんなところは小さくて良いよね。小さな

ことに、みんな県知事が来て」と、お話をされます。僕、これは裏返して見たら、我々も

出来る。何故なら、そういう形でのアプローチをしていないだけではないのだろうか。そ

の代わり、空港に関しては、こちら側に少しウエイトを置いて、高速道路においては、こ

ちらにウエイトを置いて、というような交通整理は、当然、北海道の中でやっていかなけ
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ればならないと思うのですけれども、ちょっと口幅ったいですけれども、何かあると「北

海道に」と、今回、大変いろいろなところに書いていて、ありがたいのですけれども、北

海道全体だと思うのですよ。北海道と市町村が１本になって、一緒になって、どうやって

動けるのかという視点が、いままでどうも無かったような気がします。先ほどからの、こ

の資料をいろいろ拝見してというところであります。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。菅原委員。 

 

（菅原委員） 

 今回のワーキングの六つの類型において、私は特に離島、それから国境周辺地域、ここ

の生活基盤、ここをしっかりすることが大事で、それがまさに国土を守ることだというよ

うなお話をしておりました。今回、類型の３で、国境周辺地域がまとめられております。

問題は、我々自身が、それではこの路線をどう維持をしていくのか、役割分担、地域の関

わり、そして利用促進、ここをしっかり関係機関と一緒に議論をしていくことが必要では

ないか。先般も、集まりの中でそんな話をしました。いろいろな考え方、特にたくさんの

市町村がありますけれども、ここをしっかりしていくところが、我々がこれから大事にな

っていくと思っております。 

 それと、もう一つ注目したのは、類型の６の札幌市を中心とする都市圏の路線。ここで

効率化・収益の向上を図って、そして道内の鉄道網の維持をしていくというところが特徴

的なところだったわけです。かつての分割民営化がありましたけれども、この辺が大変大

事なところではないかなと思ったところです。 

 それから２番目の広域観光ルートを形成する路線。ここでは周遊観光を支える鉄道とい

うふうな書き方になっていたかと思います。私の地域は 180 キロの鉄道が廃止されたとこ

ろであります。直接的に影響が出たのは、私の町は保線、通信機関、様々な機能を持って

いましたから、家族を含めた大量の人口流出、ここが一番大きかったわけですけれども、

実はその周遊観光の部分で、一早く大きく影響を受けてきたのは、我が町にはユースホス

テルがありましたけれども、ここが大きく激減をしました。鉄道を支える周遊的な役割を

まさに実感をしておりまして、ここも大変大事なポイントだなと思ったところであります。 

 いずれにしても、個別のことを私も申し上げる立場ではございませんけれども、例えば

先ほどの国境周辺という中で、繰り返しになりますけれども、しっかりと維持をするため

に我々が何をしていくかというところを議論していかなければいけない、そして結果を出

していかなければいけないなと思ったところであります。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。山下委員。 
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（山下委員） 

 オホーツク管内、大空町の町長、山下でございます。今回、ご議論をいただきました石

北線も通っておりますし、私どもの町内、女満別空港も所在をするところでございます。 

 まず、JRの関係の議論のことについて、少しお話をしたいと思いますけれども、精力的

にご議論をいただいて、北海道としての進むべき全体の形というものを示して下さったこ

とにお礼を申し上げたいと思います。また、それが私ども地域としても、しっかりとした

形で受け止めなければなりませんし、それぞれの線区に関わる地域とすれば、これからが

正念場になるのではないか、これからがスタートになるのではないかと思ってもおります。 

 また、それぞれの線区につきまして、今後どのような形態を模索していくかということ、

どちらをどのような方策と言いましょうか、形を目指していっても、これからが本当の意

味での大きな試練ではないかと思っているところでございます。そんな中で地域もいろい

ろな負担もしていかなければならないと思いますし、我慢もしていかなければならないと

ころもあるのではないか。一方で、どうやって改善していくかということで、アイデアも

出していかなければならないと思っております。そんな中にありましては、JR北海道さん

にいろいろと情報提供と言いましょうか、内容などについて教えていただきたいものが多

分にございます。 

例えば、現在の利用者の方々の利用実態の分析、どういったところまで情報としてお持

ちなのか。私どもが総合戦略、人口減少社会に立ち向かっていくために作りました総合戦

略などにおいても、国としてビッグデータ、かなり細かな男女別、年代別、その移動の状

況、出生の状況などがありましたのと同じように、JR北海道さんがお持ちの、どの線区で、

どういった利用実態があるのか、いま公表されている単に乗客数ということだけではなく

て、細かなところを教えていただきたいとか、それらを含めて利用促進とかを考えて提案

していかなければならないのではないかなと考えているところでございます。 

 また、今後、地域としても議論をしていくわけでありますけれども、今回のワーキング

チームの冒頭での前提として、「北海道全体としての」という言葉がありました。鉄道の線

路というものは起終点があろうかと思いますけれども、私どもの地域、具体的に言えば石

北線、それはオホーツク管内だけの問題ではなくて、道央圏の旭川、さらには札幌市民に

も関わる問題だと思っておりますので、地域での議論はもちろんですけれども、ある段階

と言いましょうか、見方をすれば、北海道全体の問題として、また国全体の問題として議

論をしなければならないところも多分に出てこようかと思います。そんな中では北海道の

当事者としての、また、調整役としての役割にも期待していきたいと、このように思って

おります。 

 それから JRの関係についてでありますけれども、北海道全体の公共交通ネットワークと

いうことで言いますと、座長私案にもありましたように、一つは生活者の視点としての公

共交通のネットワークをどう扱うか。更には、北海道全体の発展を考える上での公共交通
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がどうあるべきか。二面性があるのではないかと思っております。特に私どものような地

域で言いますと、公共交通網、生活者の視点ということであれば、やはりバスやタクシー

の利用、それをどのように利便性を高めていくか地域としてもアイデアを出していくかと

いうことが必要だろうと思います。 

 また、北海道全体として様々な公共交通機関がある中で、どのようなネットワークが可

能なのか。先ほど言いましたけれども、私どもの地域には女満別空港がありますけれども、

実際には女満別空港と地元の女満別駅、更には近隣の美幌駅や網走駅、北見駅というとこ

ろを、本来はバスの方々がそこのところを繋いでくれていると思いますけれども、果たし

てそれで十分なのかというところの課題もあるのではないかと思っております。 

 また、先ほど米沢委員がおっしゃっておりましたけれども、地方にある中核都市間の交

通、これをどうやって確保していくのか。先日、うちの娘から「大空町から帯広まで行く

のは、どうやって行ったら良いのか」と相談を受けました。車で運転していけば、確かに

北見から帯広に向かって、途中から高速道路ということはありましたけれども、冬道なの

で、公共交通機関で行くためにはといろいろ調べましたけれども、やはり先ほど言われた

ように北見・帯広間で５時間、更に大空町から北見に行くまでに１時間ということであれ

ば、本来、車で走れば３時間のところを倍以上もかかってしまう。これは根室に行くのに

も、釧路に行くのにも、また、稚内に行くのにも同じような状況がある。そこのところを、

どうやって結んで行くかということなども大きな課題ではないかと。最終的に、うちの役

場の職員などにも話をしましたけれども、一番早いのは新千歳空港まで飛行機で行って、

それから JRに乗るのが一番早いのではないかという結論に達しました。更に言えば、釧路

に行くのには新千歳を出て、さらに乗り換えて釧路へ行くというのが一番早いのではない

かと。ともすれば地方都市間の交通網というものが、北海道の中で非常に脆弱になってい

る。そこのところをどうやって結び付けて周遊させていくか、そんなことが北海道全体の

発展というところを考えたときの視点ではないか。 

 確かに航空路線で結ぶという方法もありますけれども、更に鉄道網やバス路線、そうい

ったものを、高速道路を使いながら結ぶということも考えていかなければならないのでは

ないかと思っております。北海道全体としての公共交通網のネットワーク、いままでにど

の程度、議論されてきたか私は分かりませんけれども、今回のこの議論というものが一つ

中心に据えられて、そして私ども地域も、それを共通の認識として持って、それぞれ取り

組んでいくということが必要になるかなと、そのための今回の公共交通のネットワークの

検討会議でありたいと、そのように思ったところでございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。次、髙橋参与、お願いいたします。 

 

（髙橋参与） 
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 道経連の髙橋でございます。参与機関の一員としまして意見を述べさせていただきたい

と思います。 

 まず、JR問題ということでありますけれども、公共交通網の維持の重要性ということで

すが、食と観光を支えているのは地域の方々ということであります。地域に住んで、子を

産み育て、稼ぐ環境をいかにつくっていくか。そのためには、やはり公共交通網の維持と

いうのは重要であると思っています。 

また、物流ですね、農水産物を道内外にお届けするという部分についても、鉄路の果た

す役割というのは大きいと思っています。 

一方で、企業経営という観点からは、ご案内のとおりかとは思うのですけれども、JR北

海道が、いまある全ての路線を維持するということは、なかなか困難であるということも

事実であると思います。 

 今回の報告書でも、2030年頃の北海道を力強く支える鉄道ネットワークの実現に向けて、

関係者、鉄道事業者、行政、住民等の関係者の役割が示されたということかと思います。

国、それから道におかれましては、地域への協議等に積極的に関わっていただいて、それ

ぞれの地域における鉄道の役割と必要性についての議論を深めていって欲しいと思ってい

ます。 

次に、公共交通ネットワークのあり方ということについてですが、道経連としましては、

昨年、北海道の交通関連社会資本のあり方として、石井先生にご協力をいただいてプロジ

ェクトチームで議論をして、提言をとりまとめたところでございます。この提言内容を改

めてお話をすることになりますけれども、道内の経済発展には基幹産業の食の輸出拡大、

そしてインバウンドの増加による観光収入増加が不可欠ということであります。一方で人

口減少等による財政制約があるということから、あらゆる交通関連社会資本の充実を求め

ることは困難ということかと思います。そういった意味で、交通機関が有機的に結びつく

ということが重要でありまして、これからについては代替性、相互補完性に着目をして、

最適な公共交通ネットワークの構築を検討すべきと考えております。 

 また、昨年の台風災害もありましたので、北海道の気象・気候特性、広域分散型の地域

構造なども考慮しながら、災害に強い交通関連社会資本ネットワークの構築が重要と考え

ます。 

 なお、先ほど米沢市長さんのご発言にありましたけれども、地域ごとに陳情して、全体

的な取組が少ないのではないかというお話だったと思いますけれど、経済団体として道経

連は北海道の総合経済団体ということでございまして、北海道の経済発展には、特に社会

資本の整備が大事だということで、公共交通関連社会資本の充実に向けて取り組んでおり、

これからも地域と連携をさせていただきたいと思います。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。 
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 それでは、ここからは事業者の委員の方々、あるいは参与の方々、そして、もう一度ご

発言したいという方を含めて、どなたからでも結構ですけれども、ご発言いただけますで

しょうか。お願いします。 

 

（小山委員） 

 昨年 11月に、当社単独では維持するのが困難な線区というものを発表させていただきま

して、それを受けた形で本検討会議のもとに鉄道ネットワークワーキングチームを組織し

ていただいて、４回に渡って私も委員の一人として参画をさせていただきましたが、いろ

いろなご意見をいただき、また、いろいろなご議論をいただいて、今回、岸座長、それか

ら石井先生を中心に報告書を取りまとめていただいたということについて、まずもって御

礼を申し上げたいと思います。 

 先ほど、高橋知事からもお話がありましたけれども、今後、私どもとしては地域の皆さ

んに、より丁寧な説明に努めながら、まずは鉄道の状況、路線の状況をきちんとご説明を

しながら、今後の線区のあり方についてご相談を開始させていただきたいと考えておりま

す。そこに道庁さんも積極的にご参加いただけるということでありますし、また、先般、

石井大臣も国も積極的にご参加いただけるといったようなお話をいただいておりますので、

ぜひそういった環境のもとに、先ほど石井先生からもありましたけれども、いろいろな観

点から、ご相談を開始させていただければと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしく

お願いしたいと思います。 

 それから、私のほうから今後の道内の交通ネットワークのあり方についてということで、

１点だけお話を申し上げさせていただければ。言わずもがなでありますけれども、鉄道と

いうのは当然、鉄道特性があります。大量高速輸送に強いという特性がございます。そう

いった意味で、一つは先ほど中核都市を結ぶということで都市間輸送における鉄道の役割

というのがありますし、もう一つは都市圏における鉄道の役割というのがございます。と

りわけ北海道においては、札幌圏において、これは空港アクセス輸送もございます。そう

いった意味で交通ネットワークを結んでいくということでも、札幌都市圏の鉄道輸送とい

うのは非常に今も重要でありますし、今後益々、重要であると認識しております。 

しかし、残念ながら札幌圏においても収支の状況をご説明させていただきましたとおり

赤字でございます。また先般、老朽土木構造物、一部の地域のご説明をさせていただきま

したけれども、札幌圏においても、いろいろ鉄道施設の老朽化が進んでおります。  

また今後、耐震補強その他の必要性もありますので、ここをしっかり改修・維持をしな

がら、こうしたニーズ、また、交通ネットワークにおける鉄道の役割をしっかりと果たし

てしていくということが非常に重要かと考えておりますので、ぜひそういった観点からも

今後のネットワークのあり方についてご一考賜ればと思っております。以上でございます。 

 

（岸座長） 
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 ありがとうございました。他、いかがでしょうか。 

 

（石﨑委員） 

 北海道運輸局でございます。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 

ワーキングチームの報告に関して一言、意見を述べさせていただきたいと思います。 

 持続可能な交通体系を構築するにあたって、それぞれの地域で交通機関を重要なインフ

ラとして活用されております地域の方々が、地域の要望でありますとか、課題を把握しな

がら、集まって検討することが欠かせないと私ども考えておりまして、今後、地域で議論

をする場を設けていただいて、そこでご議論いただきたいなと思っております。 

 また、議論を始めるにあたりましては、JR北海道からもお話がありましたが、各地域に

対して丁寧にご説明をいただいて、各線区のおかれた実情に関して、しっかりと共通認識

を持っていただいた上で経費節減策でありますとか利用促進策でありますとか、いろいろ

な鉄道を維持するための仕組みについて、全国または地域におきます事例も私どもからも

提供したいと思いますので、そういった点も参考にしながら幅広い議論を行う必要がある

というふうに考えております。 

 私どもとしましても、北海道庁と連携をしながら、こうした議論に参画をして、何がで

きるかというのは、きちんと議論をしていきたいと思っております。そのために北海道運

輸局では、私を本部長といたします本件に関する推進本部というのを設置することにいた

しましたので、この場をお借りしてご報告をさせていただきます。 

 それから、ネットワークワーキングチームのとりまとめで、国の役割等の記載をされて

おりますけれども、これはワーキングチームで北海道としての要望を整理するということ

で議論を進められておりまして、国土交通省としてコミットしたものではございませんが、

大臣も申しておりますように国土交通省として何ができるかということにつきましては、

地域における協議の中で検討していきた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。他、いかがでしょうか。 

 

（三宅委員） 

 札幌エアラインズアソシエーションの三宅でございます。二つ目の、道内の公共交通ネ

ットワークのあり方に関連して、エアラインの立場から発言させていただきたいと思いま

す。 

 大きく、北海道におけるエアラインの果たすべき役割ということで言えば、道外とをつ

なぐ路線ということと、広い北海道の道内をつなぐ路線、この二つがあるかと思います。 

一つ目の道外とをつなぐ路線に関しましては、これは国際線・国内線を問わずというこ

とになりますけれども、日本全体がインバウンドを含めて、観光を大きな産業としていこ
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うという大きな流れの中で、大変、国策として果たすべき役割が大きいと思っております。

そんな中でも、これは日本全体、北海道のみならずでございますけれども、人口減少の中

で、どの路線も維持するのが当然ながら苦しくなっていくというのが実態でございます。

とりわけ北海道の中でも新千歳以外の地方空港と、首都圏以外を結ぶ路線、例えば中部圏、

関西圏といった路線を結ぶ路線に関しては、人口減少の中で流動が減っていって、大変苦

しい状況になりつつあります。これをインバウンドも含めて、如何に交流人口を増やすこ

とによって路線を維持していくのかと、こういうことが非常に重要になってくるというこ

とでございます。そういう意味では、多くの国際線が就航している首都圏、関西圏や中部

圏から国内線でインバウンドのお客様を北海道へ運ぶかということが、国内線の路線維持

のためには非常に重要になってくると思っております。 

 それから、資料の論点にもあるとおり、道内発の旅行需要の喚起ということも含めてで

ございますが、航空は当然、双方向の需要があって成り立つものでございますので、発地

と着地が協力して取り組んでいくことが重要でございます。一つの例を挙げさせていただ

きますが、私、まさに昨日、沖縄から帰ってまいりましたが、ちょうど北海道日本ハムフ

ァイターズが沖縄でキャンプをする中で、ファイターズを一つのつながりとして、いま北

海道と名護の経済界が大変深い交流をしてございます。また、２月の北海道日本ハムファ

イターズのキャンプに行く北海道のお客様が大変多く、この時期は沖縄へ行かれていらっ

しゃいます。一方、シーズンが始まりますと名護の方たちが、ファイターズのファンの方

たち、経済界の皆様が北海道を訪れるということがございまして、そういった１年間の双

方向の交流を促進していくということが、このネットワークを維持していく上では大変重

要だと思っております。諸環境の困難があるなかでも、道外とをつなぐ路線を維持するこ

とが重要であり、そのためにはインバウンドを含めた道外からのお客様、交流人口を増や

すことが大切、そしてそのためには単に誘客の取り組みだけでなく、北海道からも出かけ

ていって、地域と地域の交流を深めることが不可欠であると考えております。 

 それから、道内路線に関してでございますが、これに関しては先ほどの石井先生のお話

もあったとおり、今後の将来の中でポイントとポイントを結ぶ道内路線の航空の果たすべ

き役割が、より大きくなっていくということについては強く責任を自覚するところであり

ます。そういった意味では、もう少し道内路線に関してエアラインとして工夫をしていく

べきだと思っております。一つの例でございますが、道内路線はビジネス、もしくは帰省

などの移動の需要が中心になってございますが、これからはもっと北海道を訪れたインバ

ウンドの方にも道内路線に乗っていただいて、より便利な路線にしていけないかと思って

おりまして、一つの例として、この年明けにインバウンドの方が利用される Experience 

Japan Fair、EJ フェアという運賃がございますが、全国どの路線も１路線 10,800 円で乗

れるという特別な運賃でございますけれども、これの道内路線に関しては距離も短いとい

うことで 5,400 円に、全部半額にするということが発表されております。こういうことも

含めて、いかに道内路線を利便性が高くて乗りやすい路線にし、道内の地域の足にしてい
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くかということに取り組んでいくことが使命だと思っておりますし、喫緊では空港の民営

化という非常に大きな転機が、まもなくやって来るというふうに思っております。今まで

以上に北海道、それから各空港を抱える自治体、そしてエアラインが一体となって、この

路線の維持発展に取り組んでまいりた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。他、いかがでしょうか。お願いします。 

 

（川添委員） 

NEXCO東日本の川添と申します。高速道路事業をやっている立場から、一つだけご提案さ

せていただきたいと思います。 

 我々、開発局さんと役割分担をしながら道内の高速道路事業をやっておるわけですけれ

ども、NEXCOで担当している分で現在、696キロの区間を管理しております。こんな中で

先ほどもお話がありましたけれども、昨年の８月の台風の関係で、道東道につきましては、

我々もかなり被害を受けたわけですけれども、応急復旧を早急にやりまして、いま確保し

ているわけですが、国道 274 号、日勝峠区間において通行止めが続いているということも

ございまして、道東道、極力、通行止めをしないでやっていこうということで管理にも力

を入れているところです。しかしながら、我々の力が及ばないところは交通事故による通

行止め、それから故障車による通行止め、この辺が、いかんともし難いところでございま

す。通行止めに繋がる原因としまして、やはり暫定２車線の区間だということで、交通事

故自体も、今、雪の時期でありますと車両同士の衝突というよりも、スリップして除雪で

路肩側に避けた雪に突っ込むという、乗っておられる方は怪我もなく、車だけが動かなく

なっているという状況が多いのですけれども、そういった場合には暫定２車線である、片

側１車線であるというところが通行止めを余儀なくされる要因にもなっているところでご

ざいます。 

 先ほどのネットワークワーキングチームの提言の中にも高速交通ネットワークの充実と

いうことで、高規格幹線道路網の道路の進展という項目が掲げていただいているかと思い

ますけれども、それに加えまして必要な区間の４車線化の必要性と言いますか、その辺も

少しご議論いただければと思っ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。他、いかがでしょうか。よろしいですか？ 

 

（山下委員） 

 鉄道の関係について、先ほどもちょっと触れたのですけれども、地域とすれば利用促進

をいかに図っていくかということを真剣に考えていかなければならないと思っております。
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私どものところ、女満別空港と中部国際空港が結んでおりまして、そこのところの利用率

をどうやって上げていくか、その利用促進の中で、やはり地域からも乗る人を増やしてい

こう、そういう努力の中で、中部空港の関係者の方々と連携をして、私どもは向こうにで

きるだけ送客をする、向こうも、中部空港側からも女満別空港にどんどん人を送るとか、

そういう連携をしながら利用促進策を講じていこうということがありました。これから、

それぞれの地域で鉄道網の利用促進というものも行われてくると思いますけれども、先ほ

ど言ったように片方側だけで一所懸命に努力をして行って帰ってくるということだけでは

十分では無いと思っております。そんな意味で先ほどもお話ししましたように札幌圏の

方々のご理解をいただきたいということを申しましたけれども、一緒になって利用促進策

を考えられる、そんなステージをいろいろな方々のご協力によって作っていければ良いな

と、また、こういった中にはそれぞれの関係者の方々もおりますので、ぜひ、ご協力を賜

りたいと思っております。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。他、いかがでしょうか。どうぞ。 

 

（今井委員） 

 ハイヤー協会の今井でございます。私どもの立場として言いますと、どうしても地域交

通と言いますか、いわゆる市町村の域内交通での中での役割ということになると思うので

すけれども、先ほど吉見先生がおっしゃったように、例えばバスだとかタクシーだとか、

そういった垣根を越えて、まず安全性ということが一番大事だと思うのですけれども、そ

の辺の垣根を超えた中で地域交通をどうしていくかということを議論していくということ

が、ぜひ必要だと思いますし、なかなか我々の立場で言うと、そういう場に呼ばれるとい

うことが無いものですから、ぜひそういう場に関わらせていただければ。 

 それから現状の問題点でもありましたように、なかなか過疎化が進むと、タクシーでも

成り立たないところがありますが、現在も道路運送法の中では、過疎地有償運送、いわゆ

る白ナンバーで、安全性を担保しながら輸送するという制度もございますので、そういう

ことも含めて地域の交通を考えていくことが必要だと思いますので、ぜひよろしくお願い

いたします。 

 それから、もう一つは、私も不勉強だったのですが、ワーキングチームでいろいろと整

理をいただいた中に、鉄路の役割というのが、意外と北海道は物流のウエイトが高いんだ

なと。資料の６ページ目を見ていると、旅客に対して物流が 56％を占めるということで、

本州や四国、九州と比べると、ずいぶんとウエイトが高いのかなと。これも鉄路を維持す

るのも、もちろん大切なことですけれども、物流のウエイトが大きいというは、それだけ

北海道の産業全体に与える影響も大きいと思うので、もちろん人の輸送もそうですけれど

も、物流の輸送も含めた中で地域交通ネットワークといいますか、そういうものを考えて
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いただきたいなと思います。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。どうぞ。 

 

（中木委員） 

 いま、今井委員からもお話がありましたように、JR貨物さんの扱う物流に関して、この

たびワーキングチームの国境周辺地域の鉄道のあり方も、たぶん私、勝手に思うのですが、

日ロ経済協力による、サハリンから原油の輸入を稚内にあげて、そこから JR 貨物さんが苫

小牧の製油所に輸送するということを想定して言われているのかなと。そのように JR北海

道さんが維持困難なら、JR貨物さんで貨物と旅客を輸送することも鉄路を維持する方法と

してあると思うのです。 

また、いままでの JR 北海道さんのお話を聞いていると、なかなか厳しいというのは分か

りますので、少しでも JR北海道さんが成り立つような方法を国、道民揃って考えていこう

という意識を持つことが一番手っ取り早いことなのかと思います。 

やはり JR北海道さんにはよく説明して、理解を得、最後は決断するということだろうと

思います、民間企業ですから。 

そうなった場合に、じゃあ地域がどうするかということを、いまの時期から検討する、 

それについてはバスでもタクシーでもいろいろノウハウなり、あるいは運輸局さん始め、

いろいろな実証実験もやっておりますので、それを参考に交通ネットワーク、交通体系を

作るという前向きな取り組み方が必要かと思います。 

この機会にぜひ道民の方に考えていただく機会になればなと思うので、これについては

JR北海道さんも早く結論を出して、立ち直ってというか、口幅ったいですけれども、正常

な形になっていただきたいと思います。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。他、よろしいでしょうか。それでは、いままでの議論をとり

まとめた上で、私の意見を申し上げたいと思うのですけれど、鉄道ネットワークワーキン

グチームのとりまとめについては、国への要望というのは、これから道が一所懸命にやっ

ていくという形で、中々それがうまくいくかどうかというのは、ハードルが高いというよ

うなこともあるかもしれませんけれども、まずそこは北海道として国に支援を求めていく

ということが一つあるのと、もう一つは、事業者さん、JR北海道なり、あとは地域も含め

てどういうふうに残していくのか。あるいは利用者を増やしていけるのか。あるいはこの

部分は役割分担として何が負担出来るのかという協議が、次の段階として始めていかなけ

ればいけないというところは、多くの委員の皆さまの発言から見ても、地域でやっていか

なきゃいけないということで、ここはこのまま進めていくべきなのかなと考えております。 
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 地域公共交通検討会議としての取りまとめとしては、JR だけではなくて航空やバスや、

あるいはタクシー、そして高速道路というような道路ネットワークということも含めて、

それはたぶんこの次の段階として役割分担もしっかり議論していかなければいけないとい

うことになるのかなと思います。 

キーワードとしては、垣根を、ハードルを下げるとか、あるいは連携するとか協調する

とかいうような話が、いろいろなところで出てきたと思うのですが、まさにそういうよう

な最適な組み合わせになってくると思うのですけれども、そういうことを議論していくと

いうことが次の段階として求められているということで、やらなきゃいけないことはいっ

ぱいあるのですけれども、国の支援もそうですし、事業者さんとしてどういうことができ

るのかということを考えていくこともあるでしょうし、地域としてどういうことができる

かということを考える。同時進行なのだからというふうに思います。 

 同時進行ということで、米沢委員もおっしゃっていましたけれども、いろいろなところ

で、いろいろな活動があって、それが何かバラバラに動いているところがありますので、

道経連さんの提言書や運輸局さんで推進本部を作ったとかいうのもありますから、そこは

うまいこと組んでいけるところは、どんどんやっていったほうが良いのかなと思います。

そういったことを地域公共交通検討会議の取りまとめとして、うまいことまとめていけれ

ばなと考えているところです。 

 資料３の、八つの環境の変化というところで、ここについては特に反対意見も出てこな

かったと認識しているのですけれども、８番目の新たな技術への期待というところで、バ

スロケーションシステムというのは、これはすでに実用化されている技術を、これは利便

性向上とか、そういうことを含めて公共交通の利用促進を図る手法もあるよということな

のですけれども、ここで自動運転の検討が進められていることも記載しています。聞くと

ころによると自動運転の走行車と、普通の走行車が混ざったところ、いわゆるレベル４と

いうところは、中々、今実際に考えても難しいようなのですが、例えばバスが専用道で走

っていくとかいうところは何とか実用化できそうだという話も聞いておりますので、例え

ばこうしたものを公共交通に入れていくということ、それから例えば、これから国が実験

していくとかという話であれば、北海道が手を挙げるということもあり得るとは思ってい

て、その辺のことを含めて８番というのは記載しております。 

 最後の私の意見なのですけれども、ここは鉄道だとか、ここは航空だとかいうふうなこ

とはいろいろあるのですけれども、一番大事なことは、やはり選択できることかなと考え

ております。それが理想なのですけれども、自分で運転したい人は車でいってもらって構

いません。ただ、運転したくないという人もいますし、その人は、高い金を払ってでも早

く行きたい人は航空を使えば良いだろうし、あるいは、そこまで高いお金は払えないのだ

けれども高速交通機関ということで JRだとか、安くて便利な都市間バスとかというふうに、

それぞれに道民のニーズはあって、それは可能であれば選べる状況にしておくということ

が北海道の交通にはまだまだ必要かなと思います。そういうようなことを含めて、この地
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域公共交通検討会議、もう１回、次回やる予定ですけれども、最終的な方向性と、それを

受けて、今度、また改めて道のほうでもビジョンとかというふうなことを作っていくこと

が新年度以降に始まりますけれども、それにつながるような取りまとめをしていきたいと

思います。 

 という形で、まとめさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

 

（会場） 

 はい。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。それでは、意見交換は終わりましたけれども、ここで知事か

ら一言、コメントをいただけますでしょうか。 

 

（高橋知事） 

 ありがとうございます。コメントというか、御礼でございます。ワーキングチームの議

論を精力的におまとめいただいたことへの御礼は、冒頭でも申し上げたところであります

が、そのワーキングチームの報告について、今日、それぞれのお立場からご意見を頂戴し

たところでございます。 

 私どもは来るべき道議会でのご議論等と、今日のご議論も踏まえて、これからの私ども

としての国への支援要請のあり様、あるいは国への支援要請と並行して進めるべしという

ふうにワーキングチームの報告書にもご記載をいただいております地域との協議、こうい

ったことに向けて、一歩一歩、進めてまいりたいと、このように考える次第であります。 

そういった中で、今日、それ以外の様々な議論もいただきました。確かに鉄路、いまの

現状の維持ということを、いかに実現するかということだけでも大変な状況ではございま

すが、やはり観光立国北海道を、今求めている中長期戦略の中で、例えば観光列車の問題

なども、これからの道筋という意味で私はしっかり議論をしていくことは重要だというふ

うに考えているところでありまして、吉見先生に、様々、お忙しい中、お願いをしながら、

検討いただいているところでございました。 

 今日、JRの社長さんに午後お越しをいただいて、お話をしようと思っているところでご

ざいますが、ぜひこれから小山委員におかれては、JRさんと私ども共に地域の方々のご理

解・ご協力を得るための協議に、これは国のほうでも先ほど石﨑局長からは、これを機会

に局内に対策本部を置くという大変心強いお話もいただきました。みんな協力してやって

いくことになるわけでありますが、くれぐれも丁寧な地域に対するご説明を心がけていた

だければと、このように思う次第であります。 

 今触れさせていただいたこと以外の、様々な重要な委員の皆さま方のご提起をいただい

た論点につきましても、座長の岸先生と調整をさせていただきながら、次の議論に反映で
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きるように私どもの立場で努力をしていきたいと思います。 

 本日は、本当に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、本日はこの辺で議論を終えたいと思います。 

 すみません、私、もう一つ大事なことを言うことを忘れていて、山下委員がおっしゃっ

た件で、同意することがありました。これから例えば利用促進のために事業者と自治体と

か地域が議論していこうという時に、当然、データって必要になってくると思うのですけ

れども、例えば私、今、いろいろな町で公共交通活性化協議会とかいう形で、路線バスの

再編に関わっていて、データを集めるのは基本的には市町村が主導して、国交省から予算

をもらって調査をするというような形でやっているのですけれども、一方で事業者さんが

持っているデータって、本当はもっと活用できるだろうなと、例えば「ここからこの辺は

いっぱい乗っているんですよ」とか、あるいは「この辺がちょっと少ないんだ」というふ

うな JR さんなりバス事業者さんなりが持っているデータって、もっと活用すべきだなと、

いろいろなところで見て思っていて、その辺はこれから議論して行くときに、もっと前向

きなマーケティングの観点からの分析も必要かなと思いますので、それはぜひ、これから

の協議の中で皆さん協力していただければと思いますので、お願いしたいと思います。 

 ということで、本日の議論は、これで終わりたいと思います。終了に際しまして事務局

にお返ししますので、よろしくお願いします。 

 

（千葉課長） 

 本日は、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。 

 次回の日程につきましては、後日、改めて調整させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

 


