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第４回地域公共交通検討会議議事録 

日時：平成 28年 11月 7日（月）15:30～16:50   

場所：ホテルポールスター札幌 ２階 セレナード 

 

 

（渡邊交通企画監） 

 それでは定刻になりましたので第４回目の地域公共交通検討会議を開催させていただき

ます。私は事務局の道庁の交通企画監の渡邊でございます。議事に入るまでの進行をさせ

ていただきますのでよろしくお願いを申し上げます。 

始めに、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） 

 高橋でございます。本日は大変お忙しい中、そして雪などで足元が悪い中、第４回を数

えます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。 

この検討会議におきましては、これまで本道の交通を取り巻く状況や、交通機関相互の

役割分担、連携のあり方などについて活発なご議論をいただいてきたところであり、心か

ら御礼を申し上げます。 

そして前回第３回の会合におきまして岸座長から今後の議論の方向性などについてお示

しいただくと共に、JR 北海道さんからは秋口までに単独で維持することの困難な線区を公

表し、今後地域との相談を開始したいといった方針について説明があったと理解をしてい

るところでございます。 

この JR 北海道さんの事業範囲の見直しに関しましては前回の会議でも JR さんの更なる

情報開示や国への支援の働きかけについてご意見をいただいたところでございますが、そ

の後全道各地の市町村の皆様方から道に対し、鉄道の維持に向けた様々な要請が寄せられ

ているところでありまして、道議会においても鉄道網のあり方が大きな論点となっている

ところでございます。 

また、この８月末からの一連の台風の影響によりまして道内の鉄道施設に大きな被害が

発生したことも相まって、道民の皆様方には鉄道網の今後について大きな不安が生じてい

ると感じているところでございます。 

こういった中で、本道における鉄道網のあり方や課題への対応策について早急に取りま

とめる必要が出てきているのではないかと、このように認識をするところでございます。

こうしたことから岸座長、審議会の石井会長にご相談をさせていただき本会議の中に鉄道

網のあり方について集中的に議論を行うワーキングチームを設置することについて、今日

の会議においてお諮りをすることとしているところでございます。 

お集まりの皆様方におかれてはそれぞれのお立場から本道における鉄道の役割やあり方
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等について活発なご議論をいただくよう心からお願いを申し上げます。私からは以上であ

ります。 

 

（渡邊交通企画監） 

 それでは、本日の出席者の皆様方はお手元に配布のとおりでございます。札幌エアライ

ンズアソシエーションの中島委員、帯広市長の米沢委員のお二方が欠席でございます。な

お、吉見委員におかれましては業務の都合により 16 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をいたします。また参与機関の皆様の方はご欠席の北海道運輸局長の

石﨑参与に代わりまして次長の大立様に、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、北海道経済連合会の高橋参与に代わりまして地域政策グループ総括部

長の湊屋様に、北海道商工会議所連合会の高向参与に代わりまして政策企画部長の福井様

にそれぞれ代理出席をいただいております。続きましてお手元に配布の資料を確認をさせ

ていただきます。議事次第、構成員名簿、配席図、資料の１－１，１－２、資料の２、資

料の３、参考資料、以上お配りをいたしておりますけれどもよろしゅうございますか。そ

れでは議事に入らせていただきます。ここからは岸座長に進行をお願いいたします。 

 

（岸座長） 

 座長を仰せつかりました北大の岸です。週末に長崎で土木学会の土木計画学研究発表会

という、いわゆる交通計画の専門の先生が集まる学会がありまして、今朝帰ってきたので

すけれども、会う先生会う先生に北海道のことを聞かれて、この会議が非常に北海道にと

っては重要な問題なのですけれども、全国にとってもやはり公共交通のあり方という意味

で非常に注目されている会議になっていると実感しながら帰ってまいりました。何とかい

い結果として、これからの北海道を考える上での大切な結論に持っていきたいと改めて考

えてきた次第です。本日も限られた時間ではございますが活発な意見交換よろしくお願い

いたします。 

まず議事の１番目これまでの議論の整理について事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（千葉課長） 

 交通企画課の千葉と申します。資料１－１により前回８月に開催されました第３回地域

公共交通検討会議の概要、また資料１－２により第１回の会議からの議論の状況について

ご説明をさせていただきます。 

資料の１－１をご覧ください。前回の会議では事務局から道内の主要都市間の輸送量の

変化の状況などをご報告し、小山委員から JR 北海道における今後の事業範囲の見直しに関

する方針ついてご説明いただきました。また岸座長からは、これまでの議論を踏まえ今後

の検討会議における議論の方向性につきましてご提案があり、その上で本道の公共交通ネ

ットワークをどのように考えるかという論点でご議論をいただいたところでございます。
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主な意見としましては JR 北海道の事業範囲の見直しに関しまして、一定の路線の見直しは

やむを得ないが更なる情報公開が必要、都市間ネットワークを鉄道でどう維持するのかを

考える視点が重要などといったご意見、次に JR 北海道の収支改善方策に関しましては、路

線の見直しだけでは不十分、政策的な対応が必要、貨物列車の線路使用料ルールの再考が

必要、鉄道、バス、道路の何が必要かを議論し国に支援を求めていくことも必要といった

ご意見、また今後の検討に関しましてはどのように鉄道を残すのか地域が議論していく姿

勢が大事、JR の全路線を存続させることが厳しいことは認識の共有が図られており、その

上で何ができるのかを議論していく、審議会として将来の道内の交通体系をどう考えるか

という方向性が必要といったご意見をいただいたところでございます。 

次に資料の１－２をご覧ください。第３回会議までの議論を整理しています。左側、「交

通を取り巻く環境では交通環境の変化」といたしまして新幹線の開業や高速道路の整備の

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

などについてこれまで確認をしてきたところであります。次に中央の列になりますが、「現

状・課題」といたしまして各交通モードや地域の区分で各委員からご説明いただいた内容

を整理しております。そして右側は「主な意見」になります。第３回会議の概要と重なる

部分もありますが、鉄道に関しましては更なる情報開示が必要、上下分離は負担が大きく

地域だけでは担うことは難しい、路線の存廃は経営状況とは切り離し必要性を議論すべき

などといったご意見、また中段下、地域公共交通のあり方などに関しましては新幹線、LCC

など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、地域の将来ビジョンの

実現のため、公共交通をどうしていくか検討すべき、何を選択するか地域社会の負担のあ

り方と合わせて考えることが必要などといったご意見をいただいたところでございます。

説明は以上でございます。 

 

（岸座長） 

 はい、ありがとうございました。続いて議事の２番目ということで情報提供を JR 北海道

の小山委員からお願いしたいと思います。質疑等については後ほどの４番の意見交換の中

で一括でお願いいたします。それでは小山委員よろしくお願いいたします。 

 

（小山委員） 

 JR 北海道の小山でございます。高橋知事をはじめ本日ご出席の皆様には毎回毎回、私共

の問題を含めて、活発なご議論いただき、また大変ご心配をいただいておりますことを改

めてこの場を借りまして御礼を申し上げたいと思います。先ほどの知事のお話にもござい

ましたが、本来であれば先般ご説明した中身を踏まえて、私共が単独で維持困難な線区に

ついて、秋口にはそれをお示しし、協議を開始したいということでお話をさせていただい

ておりましたが、ご案内のとおり、その後、全道で大変な被害に遭い、私共鉄道もかなり

の被害を受けまして、今はまずその災害の復旧に全力を挙げて取り組むという状況でござ
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いますので、その分多少発表が遅れている状況かと考えております。いずれにしましても

先送りのできない非常に厳しい問題であると認識をしておりますので、まず復旧に一定の

目途をつけた上で一日も早く皆様にお示しをして議論を開始したいと考えておりますので、

是非ご理解をよろしくお願いいたします。 

先週末に私共の上期の決算を発表させていただきました。その概要と２枚目に 27 年度の

線区別収支、これも合わせてその際発表させていただきましたのでこの２点について簡単

にご説明をさせていただきたいと思います。まず上期第２四半期決算と通期業績予想とい

うことでございます。簡単に申し上げるとそこに決算のポイントと書いてありますが、営

業収益につきましては台風災害による減収がございましたけれども、新幹線の開業効果等

により前年を上回っております。一方で営業費用の方も新幹線に係る経費の他、安全基盤

の強化に向けた修繕費、減価償却費などにより増加してございます。また営業外損益は今

年度、経営安定基金資産の評価益の実現化を実施しなかったことにより大幅に減少いたし

まして、中間期の経常損益といたしましては平成 10 年以来の 18 年ぶりの赤字ということ

でございます。また特別利益に私共のグループで子会社であります札幌駅総合開発の配当、

それから株式売却益を計上しましたけれども、四半期純利益は前年を大幅に下回っており

ます。 

それから通期の業績の予想 d 欄でございます。まず北海道新幹線のご利用は順調に推し

ておりますけれども台風被害による減収、これも発表をさせていただきました。約 40 億円

減収を見込んでおります。それからバス代行経費の増加、安全投資による減価償却費の増

加等によりまして、経常損益は事業計画よりも大幅に悪化する見込みということで、元々

今年度安全運営に関わる費用をしっかりかけた上で今年度の計画を立てておりますので、

元々経常利益では 175 億円の損失を計画しておりましたが、更に 60 億円程悪化して 235

億円の経常赤字ということで考えてございます。ここに特別損失に多額の災害復旧費、一

応今年度の災害復旧費としましては 40 億円を見込んでおります。災害復旧費事業費補助は

２分の１満度にお認めいただいたという前提で 20 億円を申請するほか、先程出てまいりま

した上期に売却をいたしました子会社の株式の売却益を確保したわけでありますけれども、

当期純利益は事業計画よりもさらに悪化し 98億円の純損失ということで見通しております。

なお、その下に連結ということで私共のグループ会社も束ねました連結決算の数値の開示

がございますけれども、通期業績予想ではマイナスの120億円ということでありますので、

これは私共連結経営を行ってきてから過去最低の純損失水準ということでございます。 

それから１枚めくっていただいて合わせて線区別の収支状況につきまして簡単にご説明

をしたいと思います。資料を見ていただくと３枚目に別紙２というのが付いてございます

ので、その別紙２を見ながらお聞きいただきたいと思いますけれども、まず平成 27 年度の

ポイントといたしましては、安全基盤の強化に向けた修繕設備投資を継続したことなどに

よりまして、26 年につづき全線区で営業損益が赤字であるということ、そのうち札幌圏４

線束ねてご説明をしておりますけれども、安全のための修繕が増加しましたけれども、新
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千歳空港の利用増などにより増収となりました。前年は 107 ということで 100 円稼ぐのに

札幌圏でも 107 円、赤字だったわけでありますが、今回は２円ほど改善して 105 円という

ことになってございます。 

それから上の２千人以上４千人未満というところ、合計欄の一つ上になりますけれども、

函館、長万部というところをご覧いただきたいと思いますが、27 年度の営業損益が 49 億円

を超えておりまして絶対額といたしましては、この区間が一番大きな赤字になっていると

いうことでございます。前年と比較しますと収入は増えておりますけれども、経費の方も

増えておりまして、新幹線開業を見越した札幌～函館間のアクセス強化のための路盤整備

等々もやったということで収支が悪化しています。営業係数で申し上げると 206 円という

ことで前年よりも 12ポイント程悪化し 200円を超えてしまったというところでございます。

それから前年と比較しますと営業係数はほぼ同水準で推移しているということでございま

すが、線区ごとには、それぞれの要因で収入が変わっているということで、ちょうど 26 年

の８月に使用停止しておりました 183 系の特急気動車、これを使用再開したことによりま

して、函館線、それから函館～苫小牧といったところと、宗谷線の旭川～稚内で収入が伸

びておりますけれども、一方で費用の方も増えておりますので函館～長万部ですとか、旭

川～名寄といったところの修繕費の増加によって営業係数が悪化してございます。また江

差線の五稜郭～木古内というのがありますけれども、これも新幹線開業に伴いまして道南

いさりび鉄道（株）の方に移管を行っておりますが、移管に伴いまして鉄道施設等の修繕

を集中的に実施しましたことによって、その分営業係数も悪くなり、248 が 311 というこ

とで 63 と大きく悪化しているのはそういったことでございます。 

それから欄外、下の８千人以上の下に日高線苫小牧～様似を掲げてございます。ご案内

のとおり鵡川～様似間はバス代行で運行しておりますけれども、その分列車に関係する人

件費ですとか、動力費、修繕費などが減少しておりますが、バスの代行経費が４億６千万

円年間でかかっておりますので、それらも含めますと営業係数が悪化しているということ

でございます。なお、一枚戻っていただくと、それぞれの線区の直接かかっている費用と

管理費と分けて記載してございます。管理費の合計は昨年度と同額の157億円ということ、

これを一応全線区に費用見合で配布している中身でございます。 

説明は以上でございます。どうぞ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。それでは議事の３番目の鉄道ネットワークワーキングチーム

の設置について進んでいきたいと思います。これにつきましては私から提案させていただ

きます。資料３をご覧ください。 

これまで北海道の鉄道ネットワークに関して検討会議において、バスや航空機など他の

交通モードも含めた公共交通ネットワーク全体のあり方の議論の中で JR 北海道さんの厳

しい経営状況を踏まえながら意見交換を行ってまいりました。７月末には JR 北海道さんか
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ら事業範囲の見直しの今後の進め方ということが公表されましたけれども、その後８月１

日に前回の公共交通検討会議を行ったわけですが、通院や通学といった日常生活に加えて、

都市間の移動とか観光といった視点、産業に与える影響、経済に与える影響、あるいは前

回の意見交換の中でも JR 貨物の線路使用料の話も出てまいりましたが一方で、農作物の輸

送という観点からいうと物流ネットワークとしても鉄道というのは大きな役割を担ってい

るということを認識したところです。またこれも意見交換の中に出てまいりましたけれど

も、単に線区ごとの収支や利用状況などで、経営の観点だけで議論を進めるのではなくて、

北海道の公共交通ネットワークを形成する公共交通機関としての役割という視点を十分踏

まえていく必要があるということも議論してまいりました。 

こうした中、先程知事のお話もあったところですが、鉄道に特化した議論を行い、本道

における鉄道網のあり方を示していくことが必要であると本検討会議としても考えられる

ことから、運輸交通審議会の石井会長、そして事務局ともご相談の上、地域公共交通検討

会議の中に鉄道ネットワークワーキングチームを設置することについて、改めてここで皆

様にご提案させていただきたいと思います。 

ワーキングチームはこの検討会議の作業部会として設置するもので、ワーキングチーム

での検討結果は検討会議に報告し、当会議における鉄道も含めた公共交通ネットワークの

あり方の議論につなげていきたいと考えております。資料では協議事項、構成、名簿は別

紙名簿案のとおりということで、もう１枚付けてございますけれども、スケジュールは年

度内に数回開催を考えているところです。そして４番のワーキングチームの位置付けにつ

きましては先程ご説明を申し上げたとおりです。ただ本ワーキングチームでは鉄道網のあ

り方について忌憚のない議論、突っ込んだ議論を行いたいと考えておりますので、議論の

結果というのは検討会議に報告させていただきますけれども、ワーキングチームの会議自

体は非公開で開催し、終了後会議の概要を対外的に発表することとしたいと考えておりま

す。 

私からの説明は以上なのですが、まず意見交換の前にこのワーキングチームの設置およ

び会議の取り扱いについて皆様からご承認をいただきたいと思いますけれどもご異議はご

ざいませんでしょうか。 

 

（会場） 

 ありません。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございます。それではそのように進めて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、意見交換に進みたいと思いますが、ただ今ご承認いただきました鉄道ネット

ワークワーキングチームにおいて議論するべき論点、検討を行うにあたって留意するべき
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点などについて意見交換を行いたいと思います。 

前回の検討会議では私から座長私案ということで「道内の公共交通ネットワークのあり

方」というものを今日も参考資料で付けておりますけれども、提案させていただきました。

本日の意見交換では、この枠組みを踏まえながらワーキングチームにおいて議論するべき

論点について議論を願いたいと思います。前回の検討会議においてもこの座長私案につい

て 2030 年頃を想定というふうにやりましたけれども、そうではなくて今やらなければいけ

ないのではないかという意見も出ました。それも含めて今回ワーキングチームを設置した

というふうに位置付けていただき、今やらなければいけない議論、後は将来的なビジョン

ということを合わせて議論できればというふうに考えておりますが、座長私案についても

ご意見があれば是非いただきたいと思います。それではまず石井先生からお願いいたしま

す。 

 

（石井会長） 

はい、これからの議論について、経営的な観点だけではないということについては重々

承知の上で、私のほうからは経営的な観点についても、幅がある議論が必要だという事を

最初に申し上げたいと思います。一定の線区の廃止なり、何らかの見直しというようなこ

とについては、現状の経営状況の中でやむを得ないというような見方を私自身もしており

ますけれども、見直しの条件というようなことで、単に代替機関が整備できるかというよ

うなことだけではなくて、ある程度、JR が果たしてきた高速性という役割が、他の手段で

きちんと担保できるのか等々、そういう議論は当然、前提としてきちんとやらなくてはい

けないと思います。 

ただ、要は企業としての経営の持続性に収斂していく話として、全体の議論を見ていく

必要があるということで言うと、前回は JR 貨物の線路使用料について、いくらかについて

はまだご提示がいただけておりませんけれども、他の例から見て、100 億オーダーというよ

うな規模になるのではないかと推察される中で、500 億円ぐらいの経営安定基金の運用益を

前提とした場合においては、ある種含まれていたということについてもやむを得ざる見方

になるとしても、経済社会条件の変化の中で、そういった情勢ではないということになる

と、やはりそういった部分についても、ある種の路線削減で賄ったかのような形になると、

これは明らかに困ることではないかということで、こういった部分については適切な開示

をいただけると思いますけれども、別途どういう手当をするべきかということについて、

色んな関係者の間できちんと議論していきながら、少なくとも、そのことにおいて路線の

いわば見直し幅が増えたということにならないように、なんとか法整備をしなくてはいけ

ないのではないか。そこら辺のアイデアも含めて議論をする必要があるというふうに思っ

ています。 

同じように新幹線についても、収入増ということでは先ほどのご説明でも収入増につな

がっていくと思いますけれども、当初の 175 億円の今年度の計画ということの中では、48
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億円の赤字ということが新幹線で見通された赤字でございますので、新幹線が出来た責任

を負わなくてはいけないという意味では、JR 北海道さんが負わなければいけないのですけ

れども、この赤字の分を既存の路線の廃止で埋めるということはやはりあってはいけない。

この部分もある種、新幹線の経営改善策をどう図るかというようなことも含めながら、ど

ういった枠組みで、いわば赤字分を埋めていくのか。少なくとも、こういったものが全部

ごちゃ混ぜになって、ある種、路線の見直しというような形になるのは、多分地元も含め

て納得性のある議論にはなりにくいのではないか。いわば全体の経営の持続性という中で、

路線の見直しにどこまでのことを負わせるのか。きちんとある程度、道筋の見える議論と

いうものが必要です。今時点で、明らかになっていない数字といたしましては、施設の更

新投資という問題もございまして、むしろ持続性でいうと、この部分は更に大きな負担が

これから出てくるので、そういったこともできるだけ要件として見込んで、その中で、あ

る程度の持続的な経営の入り口をなんとか目指すことはできないのか議論が必要だと思っ

ております。 

もう１つは、個別の路線の見直しの際に、新聞情報等によりますと、バス転換、次のス

テージが上下分離ですけれども、実態的にいうと自治体サイドで上下分離については、か

なり厳しいというご意見も道をはじめ、当然関係の市町村等から出されている中で、極端

に言うと地方の中小鉄道がどういう経営努力をして、どういうふうに路線を維持している

のかということに関して、やはりあらゆる知恵を地元が出すというような意味で言うと、

満額埋まるというアイデアだけではなくてですね、できるだけ地元が取り組める可能性が

ある施策について、よりむしろ具体的なご提示について、JR さんにお願い、確認の話で恐

縮ですけれども、やはり議論をそれに乗せて、できるものはむしろ取り組んでいただくこ

とについてもやはり議論していかないと、なかなか地元としても、むしろ困るというばか

りの議論では、実態的に話が折り合わずという状況しか出て参りませんので、少しそこら

辺も色々な知恵を新たに、我々も含めて考えて全体として JR の経営が少しでもきちんと立

ち直るような対策、対応策というようなものも是非考えていく必要があるんじゃないかと

思っております。私からは以上です。 

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございました。続いては吉見先生お願いいたします。 

 

（吉見委員） 

はい、まず JR 北海道については、先ほど小山委員から資料に基づいて説明がありましたけ

れども、やはり今回の台風被害で大変甚大な被害を受け、そしてそれが経営数値として表

れております。これは資料１の１枚めくったところですね、①と右肩に書いてある資料、

これは大変ある意味ショッキングな数字であるというふうに認識しております。もともと

普通に経営していた時にも最終的な利益が一桁、億の台の一桁という状況の中で、通期の
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予想が 91 億円のマイナス、赤字という予想は、普通に経営していた時に 10 年以上かかっ

て返していかなければならないということです。そういう意味では厳しい数字が出ている

なとまず思います。これが、線区の問題ですとか、経営の問題が出ている時に、こういう

ような台風被害が出てしまったということは、大変ある意味我々北海道にいる人間にとっ

ては厳しい状況がもう１つ増えて突きつけられたと認識しているわけでありまして、しか

しながらそういうことも、もう起きてしまった災害でありますので、そこを念頭に置きな

がらそれも１つの諸々の条件として、今後の鉄道のあり方というのを考えなければならな

いだろうというように思います。 

特に、これは JR 北海道に限らず、こういう災害が起こったときに鉄道をどうやって維持

するかというセーフティーネットが、事実上、今の日本にはほとんどない。ですから、持

続可能な将来の鉄道ネットワークを考えるときには、一朝一夕にできることではありませ

んけれども、こういう天災があったときにどういう形で復旧させていくのか、小山委員は

路線の復旧に全力を挙げてということを先ほどおっしゃっていましたけれども、それにも

膨大な費用がかかるわけです。どういう形態になるのかは別として、それを将来的にも維

持できるようなことも念頭に置きながらになるのかなと思ったところです。 

鉄道ネットワークのワーキングチーム、これに関連しては、経営についてはあまり大き

く、細かく話さないというところもあったかと思いますけれども、石井会長のお話にあっ

たように、当然それについても色々な議論が出てくるのだろうなと思います。その時に今

の日本の鉄道の仕組みというのは、なかなか新規参入でこの業種に入っていくというのが

難しい仕組みにもなっていると思います。日本国内で見渡しますと、バス事業者が鉄道事

業に参入したりとかという例もありますが、まだ稀有な例ですし、そういう意味では難し

いハードルがあることは承知していますけれども、例えば色々なアイディアがどこにある

のかをも含めて、鉄道事業に参入するときにどういうふうに行動すればハードルが下がる

のかということも考えなくてはならないのかなと思いました。 

それから、このネットワークという観点から言いますと、これは岸座長が最初に少しお

話した内容になりますけれども、いくつかの視点があるのかと思います。 

１つは、鉄道ネットワークといった時に、やはり都市間をきちんと結ぶ、道内の主要都

市をきちんと結ぶというネットワークがかなり重要なポイントだと思います。残念ながら

北海道の主要都市といいますか、基幹的な都市がかなり離れて、地理的に離れているとい

うことから、長距離を走ってネットワークにしなければいけないという側面があります。

これは例えば四国などに比べると、格段に条件が違うところだと思います。徳島と高松は

大変近いのですけれども、しかし例えば稚内と旭川というのは大変距離があります。それ

が、結果として収支と線区別の収支といったところに数字で出てきてしまうわけですけれ

ども、そうではなくて、そういう都市間を結ぶという本来の鉄道が特性を発揮すべきもの

をどういうふうにネットワークとして捉えるかという視点があるかと思います。 

もう１つは観光という視点ですね。これは、観光のために鉄道が大変有用であるといい
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ますか、力を発揮するということはまだ短い経験ですけれども、北海道新幹線の開業によ

って、多くの外国人の観光客が鉄道利用によって本道を訪れるという現象が見えていると

いうところからも、一定の兆候といいましょうか、過去の他のところの地域を含めてでて

いるということです。そういう意味では新幹線を含め、また将来札幌延伸されるであろう

新幹線を含めて道内の観光利用のための鉄道というのはどうあるべきかという視点はある

と思います。 

これ以外に貨物、物流ネットワークという観点もあるかと思います。もちろん物流に関

していいますと、トラック輸送との兼ね合い、高速道路の延伸ということは当然あります

ので鉄道だけで物を見るというのは難しいのかなと思います。 

これらを考えたときにひとつ考えておかなければならないのは、JR の路線を考えるとき

の線区です。先ほども資料２の中で線区別ということでそれぞれのデータが出ておりまし

たけれども、その線区の取り方というのはどういう観点で見るかによって当然変わってく

ると思います。かつての国鉄民営化の時には単純に路線の名前ごとに、決めた数値で全国

統一でバッサリと、ある意味乱暴に廃止線区を決めてしまいました。その結果として、こ

れは例として出していいのか私はわかりませんけれども個人の感想だと思ってください。

木古内～江差間の江差線の末端部が廃止されましたが、あれは「江差線」であったので津

軽海峡線も含まれて五稜郭から江差までが残りましたが、木古内から松前までの路線は松

前線という名前だったので廃止されてしまいました。しかし木古内～江差間と木古内～松

前間では明らかに木古内～松前間のほうが人が多かったのです。しかしそういうルールで

やったので木古内～松前間は早々に廃止になり、木古内～江差間は残ったというような事

情もありました。そういう意味では実際にどういう流動を想定してどことどこの間が必要

なのかということは、何々線という名前にとらわれずに、あるいは何々線という中でもう

少し細かく見ながら検討する必要が、人、観光、都市間輸送といった視点でネットワーク

を考える場合には、線区ということよりも具体的にどことどこの間でどういうふうに流れ

るのかという視点が必要かと考えているところでございます。私からは以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。続いて山下委員お願いいたします。 

 

（山下委員） 

 私からも何点か発言をさせていただきたいと思います。 

他の議論でもありましたけれども、JR さん側から言いますと収支のことについて路線の

廃止削減と言いましょうか、そういうような言い方になるのかと思いますけれども、やは

り北海道として座長が私案としてまとめた基本的な視点というものがあります。そこのと

ころをひとつひとつ考えたときに、北海道の中の公共交通機関として鉄道として残してい

かなければならない、将来守るべき線路、残すべき線路というものについて積極的に議論
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をいただきたい。この場でも当然議論していかなければならないことですけれども、そこ

のところで詰めた議論をいただければありがたいと思っております。 

JR さんからは、JR 単独で維持することが困難な線区、また JR 単独で維持可能な線区、

そういう表現で出てきていますけれども、私からすると公共交通機関のあり方として、こ

の北海道の中で必要とされる残していくべき線路というものの位置づけというのが収支だ

けではなくて、必要ではないかと考えております。それをどういう形で残していくのかと

いう議論が大きな目的になるのではないかと思っております。ぜひ維持困難なというより

は将来残すべき線路という言い方といいますか、そういう表現で道内の路線を見ていただ

きたいと思っております。 

また路線の見直しといいましょうか、それぞれの営業的な収支などが出ておりますけれ

ども、その改善にあたって JR さんから８月１日に提案されている資料などを何回か見てお

りますけれども、その改善に向けては利用者の負担でありますとか沿線での負担と。そう

いうところ、もしくはマイナス面の削減といいますか切り捨てというようなことが主な内

容になっているような印象を受けました。JR としては単純に利用料金をアップするという

ことだけではなくて、どのように収益を確保するのか、先般も JR 貨物のことについてご提

案がありましたけれども、そういった発想というものが前回の資料の中には欠如している

部分があったのではないかと思います。広い視点からそういった収益を確保するという側

面、さらには JR として、どういったところを今まで経費削減などを行ってきているのかと

いうところの情報が十分でないために情報公開という言葉も出てきているのではないかと

思いますので、そういった JR そのものとしての努力の今までの経過というものも明らかに

する必要があるのではないかと考えております。 

もうひとつなかなか議論になってきていないのですが、上下分離。先般も私、下の部分

を地方自治体に地元沿線で持ってくれというのは難しいというお話をさせていただきまし

たけれども、単純に上下分離という言い方だけではなくて、どの部分を地域や沿線や利用

者に負担をしてもらえるのか。そういう具体的な議論があってもいいのかなと考えており

ます。 

例えば大空町では、駅舎等は私どもの図書館と併設して建たせていただいておりますし、

隣町の美幌も林業館などと併設されている。そうやって考えると地域の中のひとつの公共

施設だと考える見方も出ておりまして、こういったところに自治体が経費をかけていく、

負担をしていくということはやぶさかではないと。そのように考えております。地元とし

て具体的な役割分担の中でどの部分を持つか、さらに JR さんがどういったところに集中的

に経費をかけるか。そういった議論もお願いをしたいと思っております。 

北海道の線区でいいますと、札幌から旭川を経由して稚内へとか、旭川を経由して網走。

さらに帯広を経由して釧路根室。そして函館と放射状に伸びているような印象があります。

そんな中でともすれば私どもは石北線を利用するわけでありますけれども、石北線イコー

ルオホーツクの地域の方々の問題だと捉えがちですけれども、実際に利用されている方は



12 

 

札幌の方々が地方にいくときに使う路線でもあると。そのように考えると決して札幌にお

住まいの方々が関係ないということではなくて、地方に行くときの交通手段としても必要

なのだと。全体としてそこのところをどうやって必要な路線を確保していくか。そういう

視点といいましょうか、考え方を持っていただくということも必要ではないかと思ってお

りますので、これは PR 活動になるのかと思いますけれども、そういった視点を持っていた

だきながら札幌にお住まいの方々にも議論いただく、そんなこともあっていいのではない

かと考えているところでございます。以上私からは４点でございます。 

 

（岸座長） 

はい。ありがとうございました。続いて、外崎委員、お願いいたします。 

 

（外崎委員） 

私のほうから何点かお話をさせていただきたいと思います。 

先程、石井会長のほうからもお話がありましたけれども、この間の様々な議論の中で、

私も含めてある程度一致した見解があると思いますけれども、一つは、現在の公共交通全

体、JR も含めてそうでありますけれども、今の運行機能、運行サービスをこのまま保持す

る形の中でどうするかという議論には決してならない、ということはお互い確認はできる

のではないか。そのまま残す、ということには決してならないという局面に来ていること

は明らかではないかなと思うのです。 

実は私のところは、廃止の経験をしております。私も職員でありました昭和 62年に、瀬

棚線が廃止になりました。そのあとになりますけれども、清算事業団の事務も経験させて

いただいた。その後に２次路線、バスの展開をしましたので、バスの運行についても事務

をとらせていただいた経験があるわけであります。 

一つ非常に重要だったのが、今なお反省していますのが、その廃止の部分の中では、存

続、廃止の議論だけで大きな声が出てまいりましたが、そこに終始をしてしまいまして、

今後の公共交通の核をどうするのかという議論がなかったのです。全くない中で、廃止ど

うするのだ、残す、残さないのだ、だけで終わってしまいました。終わってしまって、次

の段階で受け皿がありましたのが、バスに転換だったと。 

ただ、今と状況が違うのが、当時は廃止の条件みたいな形の中で転換交付金がありまし

たので、それでなんとか少し先を見れるかな、という予想がありましたので、それを元手

にして、なんとか新たな体制をとろう、という形をとったわけでありますけれども。そこ

は私に言わせると、色々な研究者も言いますけれども、マイナスのラスパイレスはますま

す激しくなって、どんどん、やっぱり利用者も減っていくという形をとりました。それは

なにかと言いましたら、さきほど言ったように国鉄そのものは、廃止でクリアできるわけ

でありますけれども、新たに構築をするということの議論がなくて、条件闘争もなくて、

そのまま一貫したものですから、地域そのもの全体の共通認識が取れなかったと。まずは
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何よりもバスでいいのではないかなということできてしまって、利用者なり、様々な交通

形体をどうするかという方向性を見いだせないままに今日まで来ている。そういうことか

ら非常に難しさがでてきて、だんだんどこの地域も同じでありますけれども、改めて今日

は座長の私案にありますように、この形成イメージ、私はこの形になるだろうという認識

を持っています。３段階の形成ということについては、全く異議はありませんし、こうい

う形だと。それぞれの自治体は市町村、あるいは圏域の中での交通形体をきちんとどうす

るかと、一生懸命議論しているわけであります。 

ただ重要なのは、ここで認識されるのは、私も意識して１回目のこの会議でお話をさせ

てもらいましたが、市町村内交通は、広域交通や幹線交通へのフィーダーなのです。連続

性、接続性をどう保つかが重要なのです。ここだけで、３つ別々に走ってしまったら、結

果的に何もつながっていかない。要は我々トータルで JR というものを見ておりますけれど

も、そういう視点を忘れないでやっていかなければいけない。先程、観光という言葉があ

りましたけれども、今日も JR に乗ってまいりました。観光客の方々、外国人を含めてそう

でありますけれども、そのほとんどの手段は、JR なのです。バスを接続して乗ってくると

いう形はあまりないです。やはり JR なのです。これは、現況を私が認識している部分では

駄目です、もう少し認識しなければいけない。観光、観光という北海道観光の中で、やは

りバスを、色々なバスを乗り換えて、目的地なり、様々な観光を楽しめるかといったら、

やはり基幹となるところの JR を中心とした中で乗り継ぎをしながら、目的地に行くという

かたちが私はしばらく続くだろう、そういうことを考えた場合に、今ここにあるところの

イメージを早急に固めつつある中で、そのこともぜひ考えていかなければいけないのかな

と私の見解でありますので、よろしくお願いしたいなと思っています。 

もう一点は、今までの議論の中でありました、それぞれの私どもの役割があるという、

役割という言葉がありましたけれども、市町村、それぞれの役割がありました。公共交通

については、はっきり言って依存がありました。なんとかなるだろう、なんとかやってく

れないだろうかという認識がありましたけれど、ここにきて、そういうのではならないと

いうことを明らかに感じたわけでありますから、この役割をどう果たしていくか、これに

ついては真摯に私ども受け止めていかなければいけないと思っておりました。この概要に

ありますように、明治 39 年に鉄道国有法ができまして、民間であったものを全部国有化し

たわけであります。北海道に大きな２つの国鉄の会社が国有化になっていったのです。国

策としてそういう政策をとったわけでありますけれども、61 年に分割民営化になって、ま

た新たに民間のところに移譲された。ときどきの政策によって、こういう形を取らざるを

得ない状況になったということは明らかにあるわけであります。決して振り回されたとか、

そういうことではなくて、時の状況によってそういう形だったことは認めるものの、何と

かここでは国の役割というものについてもきっと受け止めていただかなければいけないの

かなと思っていました。 

今、知事を先頭にしてこういう議論をしておりますけれども、知事の判断というふうに
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は、なかなかならないと思います。それは、身近にある私どもが、そのイメージにあると

ころを、まずは市町村の足元から、我々がきちんと考え方を示していく。そういうトータ

ルでまとめていただく役割を知事に持っていただければいいわけでありまして、決して私

どもは知事に判断、決断をいただけるような仕組みを持ってはいけない。そういった気持

ちを十分持たなければいけない。しかしながら、先程いったようにそれぞれの、当然役割

があるわけでございますから、役割の中で整理をしていかなければならないのかなという

ことでは、自治体独自の役割もぜひ果たしていくことに、前向きに見ていかなければいけ

ないかな、と思っておりました。 

実は私は、道路関係の役員もやっておりまして、国に向けての道路要請をしております。

いま、一つ多分 JR が想定されるところの路線の確保の部分と、北海道が高速交通体系をと

ろうとしている仕組みが、大体私の定義では一致するのです。そうすると幹線がなくなっ

てしまうのです。そうするとますますどうなるかというと大きな議論、私の持論ですけれ

ども、これもお話しさせてもらいました、北海道の鉄道のスタートは、あくまでも産業か

ら目覚めた鉄道、日本で３番目の大きな事業展開をしたわけでありますけれども、ここに

鉄道、貨車がなければ、私は北海道の経済は成り立っていないと思っております。色々な

資料の中にもありました、運転手の確保など様々ありましたけれども、貨車 1,200 台、1,300

トンの輸送を一気にできるわけであります。トラックにすると 10 台、20 台です。そういう

実態、状況を踏まえて、なんとか北海道の実情から、新たな視点でもって JR の存続、確保

に向けた方向性を導き出していくために我々も一生懸命努力していかなければいけないか

なと。 

今、国から問われているのは、ストック効果という言葉が常に言われているわけであり

ますから、そのあたりも私どもが自らストック効果を見いだしながら、JRに提案するなり、

あるいは公共交通全体の中で仕組みを作りながら、発信をしていく形をこれからも取るよ

うに努めていきたいと思います。どうぞ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。続いて菅原委員お願いいたします。 

 

（菅原委員） 

私は前回、国境離島、離島振興法の話をさせていただきました。国、国土を守る上で島

を無人化させないという振興策であります。そして道北宗谷稚内、これは根室も同じかと

思います。まさに国境の最先端であります。こういう地域に人がしっかり住み続ける。そ

して人が行き交う。そういう環境をしっかり作っていく必要がある。 

吉見先生からも都市間の話がございました。これからの見直しの中にあって、これは経

営係数、営業係数だけではなくて、やはりどうしても厳しいものの将来残すべき路線とい

うところの議論を是非していただきたいなと。しかしその時にそのままの状態で運営する
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というのは非常に困難が伴う。ですから、残す上でどういうことをしていかなければいけ

ないか、ここもまた知恵の出しどころではないかというふうに思っております。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。それでは他に意見がございましたらご発言いただきたいと思

いますがいかがでしょうか。お願いします。 

 

（小山委員） 

色々とご意見をいただきましてありがとうございます。石井先生、吉見先生から経営的

な観点ということで大変、経営条件が厳しくなっているということをご理解いただいてお

りますけれども、まず皆さんに当たり前の話をして申し訳ないのですが、私共は民間企業

でございますので経営が立ち行かなくなれば当然倒産せざるを得ないということ。特に資

金繰りにつきましては、今、国から 1,200 億円の追加の支援をいただきますので、この５

年間の安全、修繕の計画を進められるわけでありますが、これを今後とも維持していくと

なると同規模の資金が必要になってくるということでありますので、早晩資金が枯渇して

経営的に立ち行かなくなるという状況下にあるということを、まずご認識賜りたいです。 

そういう中で路線の問題、それから公共交通の問題、そして持続的に交通を確保してい

くためにはどうしたらいいかということを、皆さんにもお願いしながら、私共単独で維持

可能な線区と、大変残念ながら私共単独ではもう既に維持困難な線区をきちんとお示しし

た上で、ご相談を開始させていただきたいという趣旨でございますので、是非その辺につ

きましては十分ご理解を賜りたいというふうに思います。 

何度も同じ話をして恐縮でありますけれども、本日の資料のとおりでありまして、輸送

密度が４千人を下回る線区、これが私共の部分の大部分を占めています。国鉄時代、先程、

吉見先生から法律で随分バサッと切ったというお話もありましたけれども、４千人未満の

鉄道よりも他の交通機関の方が適しているということで路線見直しの対象になった区間で

ありますし、それに満たない２千人未満、さらには５百人未満といったところもかなりの

ウェイトを占めているというのが現状であります。当然その路線が必要か否かということ

につきまして十分皆様ともご相談をさせていただきたいと思っておりますが、まずこれだ

けご利用の少ない線区が全道にこれだけあるという状況をご理解いただいた上で今後のこ

とについてご相談申し上げたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

（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 

 

（山下委員） 

JR 北海道さんから何回も聞いた話をまた聞かせていただいたのですけれども、そういっ
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た発言というか、それが非常に物議を醸す一つではないかなと私はそのように受け止めて

おります。 

過去に国鉄から民営化された時に確かに一つの基準があって、それ以下のところについ

ては廃止ということになっていたかというふうに思います。ただそうはいってもその時代

からマイナスであっても、ここは必要なのだということもあって北海道の中では路線が残

されてきている部分があると私は思っております。 

ですので、民間企業といえば確かにその通りかもしれませんけれども、多くの道民の方々

が JR さんを責めるというよりは何とかしていかなければならないということで悩んでお

りますし、頑張ってほしいとエールを送っている方もたくさんいると思っております。で

すので、最後に民間企業ですからということだけで終わってほしくないと、そのように私

も思っておりますので、そこのところ道民の気持ちと、それだけでは経営はできないのか

もしれませんけれども、だからこそ皆悩んでいるのだと、何とかしていかなければならな

いと思っているということも是非わかっていただきたいなと。わかってらっしゃるのかも

しれませんけれども、そういうところを是非受け止めて欲しいということをお願いしてお

きたいなと思います。この場の議論というよりは、私は一道民として頑張ってほしい、JR

として色んなところの線区を何とかできないものかと思っている一人としてお願いをした

いなと思います。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございます。私も同じような考えでずっと受け止めていたのですけれども、

JR 北海道の経営状況が厳しいというのは皆さんわかっていて、このままの状況で路線を維

持するのは無理だというのも皆さん認識されている中で、その中で役割分担はどうなのだ

ということをこれから議論することになるのだろうなと思う一方で、我々は、JR 北海道さ

んはもっと利用促進の観点から何かないのかという議論の余地はあると思います。それを

今の状況だけでということではないのかなと個人的には思っているところです。他いかが

でしょうか。お願いします。 

 

（外崎委員） 

決して苦言ではなくて、是非さらに改善できる存続できるという事例を出したいと思い

ます。これまでの様々な資料や議論の中で鉄道なりバスなり、様々な特性なりが色々出て

きているわけであります。JR は JR の特性があるということで大きな認識をしているわけ

であります。それをどう活かしきるかということも、やはりテーブルに上げていかなけれ

ばいけないのかなと思っています。その優位性をまず最大限に発揮するということから次

のステップにいける要素もあるのではないのかなと思います。難しさはありますけれども、

その難しさに向かって次の手立てをどうするか。ただ単なる廃止なのかどうか、それは必

要な手立ての一つだと私は認識しておりますし、それは私方も経営者でありますから本当
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にあまり良くないところについては廃止なり、休止しなければいけない立場にあることは

十分ご承知しています。 

事例でありますけれども、私は新幹線を使っておりますけれども、新幹線を今回は往復

使いたいと思い往復の手続きをしようとしました。予約が可能になる１か月前のちょうど

その日になりまして、予約をさせてもらいましたが、実は１泊して２日目に帰ってくる予

定だったので、帰りの分も含めて往復で予約できませんかとお願いしたのですが、「どう考

えても今までそういうルールがありませんので駄目です。また２日後に予約してください」

と。いや往復なのですよ、片道はわかりますけれども往復は次のスケジュール等もあるの

で認めていただくことは出来ませんでしょうかと。随分色んなところにお願いして声をか

けたのですが、結果的に実現できなくて、結局また別な日に手続きをさせてもらいました。

そういう様々な私も関心を持って JR を随分使わせてもらっているわけでありますけれど

も、従前からの習わしなり、そういうルール的なものをなかなか改善できないという事例

があります。 

対策としてのいい例なのですが、うちの方に施設がありまして、今までは様々な予約を

取っていたのですけれども、ネットにして期間フリーにしたらどんどん利用を賜りました。

何で山奥なのに満杯なのかというとネットの効果なのです。早くに予約がとれることが一

つの要素であるのかと。私は飛行機も使うのですが、飛行機は早ければ早いほど割引率が

高い。これは競争なのです。そういうことをどんどん取り入れながらやはり積極的な打開

策、少しでもいいから、私が先程いうような手立てを目一杯講じていきながら収入を上げ

ていくような姿勢を私共に見せていただければ、私共も色々な方に話す機会もありますし、

アピールも私達独自でできるわけでありますから、これを JR 存続のために JR の応援隊と

して我々の役割も上手に使っていただくようにお願いしたいなと思います。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。他いかがでしょうか。よろしければとりまとめに入りたいと

思いますけれどもよろしいでしょうか。 

 

（会場） 

はい、お願いします。 

 

（岸座長） 

 はい、ありがとうございました。色々な意見が出されましたけれども、これまでも何回

か意見が出てきたこともあったかと思いますが、あらためてワーキングチームで深堀りを

していくという形でいくつかの論点が出てきたかなと思います。全部が全部を網羅はでき

ませんけれども、ネットワークのあり方ということで座長私案としても幹線と広域と市町

村内交通という３段階のステージで、これをどこが残るかではなくて、残していくべきと
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ころはどこなのかという議論、これを北海道の交通のビジョンという形で議論をするとい

う形になると思います。そのときの大事な視点として、これは私も抜けていて、そういう

ことだなと思い出したのですが、連動していくというか、きちんとそれらがつながってい

くということも当然必要になってくるというのが重要なご指摘だと思いました。 

あとは役割分担という形でありましたけれども、JR さんの議論も先ほどもありましたけ

れども、これは JR だけの問題ではなくて、我々、地元とか北海道とか国もっていう議論も

当然なっていくと思うのですけれども、役割分担としてこういうところは誰が、あるいは

上下分離というのも一括してではなくて、この部分は誰が負担とかという議論の余地があ

るのではないかという。これもこの先鉄道を残すべきというところに対して、じゃあどれ

だけ残していくかという議論の観点で重要な視点であると思います。 

あとは吉見先生からもありましたけれども、路線で見るのではなくて、どこの線区が重

要なのかという区間という考え方が非常に重要になってくると。 

あとは石井先生からもご発言がありましたが、持続的という視点で JR の経営のことを考

えたときの色々な更新の費用ということも出てくるかと思いますが、当然それは我々がと

いうか、JR さん以外の人たちがここは残してほしいと言った時に当然それをやっていける

かどうかという中では、JR の経営状況というのも考慮しなければなりませんので、そうい

うときにまた具体的な数字のやりとりというふうなことも突っ込んで議論していくという

形になるかと思います。 

基本的にはどこを残すべきかというか鉄道の必要性という部分から議論していって、じ

ゃあそれを残せるのか残せないのか、残すためのどんな方策があるのかというところをワ

ーキングで議論していくという形で進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

活発な意見交換ありがとうございました。それでは意見交換の終了にあたりまして知事

から一言コメントをお願いいたします。 

 

（高橋知事） 

 さまざまなご意見をいただき、また最後に岸座長からおまとめをいただき本当にありが

とうございました。 

鉄道ネットワークワーキングチームは引き続き大変お忙しい中、申し訳なく思いながら

も岸座長、石井会長にもご参画をいただいて、とりまとめをしていただきたいと思ってい

るところであります。 

色々な議論の中で、災害復旧の議論が出ました。JR さんにとって今回の災害の被害とい

うのは民営化後の最大であるというお話を前から社長からお伺いをいたしているところで

あります。2000 年の有珠山のときの被害を越えたというふうに理解をしているところでご

ざいます。このことについて役割分担という話がありましたが、国とも役割分担をしなが

ら道の役割をしっかり財政負担も含めて国の災害復旧事業のスキームに則る形で対応して



19 

 

まいりたいと。そのための補正予算等も視野に入れながらしっかり果たしていかなければ

ならないと思っております。またこれは特別なことではあったのですが、こういうスキー

ムとは別に、私どもが準備しております橋げたについて、開発局さんのご理解を得て一時

的に JR さんの復旧事業のほうにお貸しを申し上げるというような、そういうことも含めて

我々道の役割は災害復旧についてしっかり果たしていきたい。このように思っているとこ

ろでございます。 

そういった中でこの線区の見直しについての議論はその次の段階ということになるわけ

でありますが、線区の見直し、赤字ありきの経営だけではなくて役割を考えるべきという

首長さん方からのお話があって、私も広域の自治体の首長の立場からそのとおりだと思っ

た次第でございます。 

JR さんにおかれては本当に大変な状況だと思うわけでありますが、更なる自助努力とい

うことをお示ししていただくことにより、道民あるいは沿線自治体の皆様方に線区見直し

への理解を深めるというご努力も引き続きお願いをできればと思う次第であります。 

私どもは線区見直しについての役割分担ということの中で道ができることは、まさにこ

の会議のワーキングチームを通じて、先生もおっしゃいました、どこを残していくかとい

うことではなくて、どういう形でそれぞれの交通手段間の役割分担をしていくのかという、

そういうビジョンを描いていくのが私どもの役割と思うのと同時に、このことはすでに国

なり与党に対して言わせていただいているのですが、JR 北海道さんの厳しさに鑑み、そし

て道民にとっての唯一の鉄路であるという公共性に鑑み、国のほうにも特段の支援という

ことをこれまでも求めてきているところでございますが、そのことにつきましてはやはり

政治の世界でもありますので、道内選出の国会議員の皆様の力もいただきながら私どもも

さらにしっかりと国そして政権与党のほうに働きかけをしていかなければならない。こん

なふうにも思っているところでございます。 

それから JR 北海道さんには大変言いにくいかなと思いながら、一利用者として申し上げ

れば、JR 九州さんが上場をされました。JR 九州さんと人口の密度が違うとおっしゃられ

たらそれまでかもしれませんが、あの会社さんも鉄路では大変苦戦をしておられる中で、

他の分野で儲けをあげて企業全体としての経営の維持、上場が出来る。そういうこともあ

るわけであります。もとより人口密度の低いこの北海道において、不動産分野をはじめと

して鉄路以外で儲けよということはなかなか難しいのかと思いながらも、先ほど今金町長

さんもおっしゃっておられました、色々な経営の面でのフレキシビリティというのですか、

柔軟性を含めて色々お考えをいただいて、この線区見直しの部隊の方々とは別の部隊の

方々に社内的にはなるのかもしれませんが、他で儲けていく努力、経営努力というのもぜ

ひ行っていただければと、私一利用者として、そして JR さんのファンとして思う次第であ

ります。道民みんなが JR にもっと活躍をしてほしい、路線の維持をしてほしい、さらにも

っともっと飛躍をしてほしいというふうに思っている。これはこの会議の１回目くらいで

したでしょうか、高向委員がそうおっしゃっておられた記憶がございます。厳しいお話が
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あった各首長さん方も思いは同じだと思っております。ぜひ JR さんにもさらなる自助努力

を行っていただくと同時に、このワーキングチームの場で私どもも役割を果たす形で岸座

長ご指導の下、方向性を示すビジョンを出していければと、このように思っておりますの

でこれからもよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。それでは議事の最後、その他とありますけれども全体通して

なにかございますでしょうか。なければ今日はこの辺で議論を終えたいと思います。それ

では事務局にお返ししますのでよろしくお願いします。 

 

（渡邊交通企画監）  

長時間にわたり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

は今後のワーキングチームの議論もございますので、後日またあらためて召集をさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございまし

た。 


