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第３回地域公共交通検討会議議事録 

日時：平成 28年 8月 1日（月）14:30～16:30   

   場所：ホテルポールスター札幌 ２階 メヌエット 

 

（黒田局長） 

定刻より若干早く始めさせていただきますが、ただいまより地域公共交通検討会議の第

３回会議を開催いたします。開催にあたりまして高橋知事からご挨拶を申し上げます。 

 

（高橋知事） 

 それでは座ったまま失礼をさせていただきます。 

本日はお暑い中、そしてお忙しい中、第３回を数えます地域公共交通検討会議にご出席

を賜りまして本当にありがとうございます。 

これまで２回の議論を通じまして、北海道の交通をとりまく状況について、共通の認識

を持つべく、相互で議論をさせていただくと同時に、北海道の将来を見据えた交通網の整

備、そして地域の実情に応じた交通機関の役割分担や連携といった課題が見えてきたとそ

のように考えているところでございます。本日の会議でそういった議論をいっそう深めて

いただければと、このように思う次第であります。 

若干、最近の状況をご説明申しますと、まずインバウンド。外国人観光客の状況、イン

バウンドにおいて今年初めて 1,000 万人を日本国全体として超えたところでございます。

本道を訪れる外国人の観光客が急激に最近増えているところでございまして、多分この１

割、全国のインバウンドの１割という状況が今も進んでいるというふうに推察をいたして

いるところでございます。また、この３月には待望の北海道新幹線が開業したところでご

ざいまして、こちらの利用者数も順調に推移しているところでございます。こうした中、

現在道内の航空網のネットワーク化、平たく言えば空港の民営化という議論を国、あるい

は関係の自治体の方々と進めつつあるところでございます。また、新幹線の札幌延伸に向

けた駅舎の場所の議論を含めて様々な整備等が進められているところでございまして、本

道の交通ネットワークのさらなる充実を見据え、まさに国内外からより多くの観光客の

方々に本道に訪れていただくため、積極的に取り組んでいかなければならない課題も多々

あると、このように認識をするところでございます。 

また、本日この会議に先立つかたちで JR北海道の島田社長が来庁されまして、先週の金

曜日に社長自らで記者会見された、JR北海道の事業範囲の見直しの方針についてご説明が

あったところでございます。本日は小山委員のほうからまたその件についても JRとしての

ご説明があろうかと思うわけであります。 

こういったことを含めて、この場において皆さま方の活発な議論をしていただけるかと、

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。 
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（黒田局長） 

高橋知事におかれましては公務の都合によりまして、15時 30分ごろに退席させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に参与の方に異動がございましたのでご紹介をいたします。北海道運

輸局長の石﨑仁志様でございます。 

 

（石﨑参与） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

北海道経済連合会、会長の髙橋賢友様でございます。 

 

（髙橋参与） 

 髙橋でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

また、本日はご欠席でございますが、北海道開発局長の今日出人様に参与のご就任をい

ただいてございます。本日は代理といたしまして、開発管理部次長の原様にご出席をいた

だいてございます。 

 

（今委員代理 原次長） 

原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

本日のご出席者、識者の皆さま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、今金町長の外崎委員、ネクスコ東日本北海道支社長の

川添参与がご欠席でございます。本日は川添参与の代理といたしまして総合企画課長の布

橋様にご出席をいただいてございます。 

 

（川添参与代理 布橋課長） 

布橋です。よろしくお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

続きまして、お手元に配布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、資料の１－１、１－２、資料の２－１、２－２、資料３で
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ございます。また、資料番号はございませんが、岸座長からご提供いただきました「道内

の公共交通ネットワークのあり方について」座長私案ということですけれども、これに加

えまして、この他参考資料といたしまして、「地域公共交通検討会議におけるこれまでの意

見交換について」を配布してございます。ご確認をお願いいたします。 

それではさっそく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しま

す。 

 

（岸座長） 

 座長の岸でございます。本日も活発な意見交換を限られた時間ではございますがよろし

くお願いいたします。 

それではまずは議事の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。なお、質疑等については後ほど意見交換の中で一括して行いたいと思いま

すのでご了承ください。それではお願いいたします。 

 

（千葉課長） 

交通企画課の千葉と申します。よろしくお願いいたします。 

これまでの議論の整理といたしまして、資料１－１により６月１日に開催された北海道運

輸交通審議会の状況、また資料１－２により、審議会での意見も合わせた形でこれまでの議

論の状況をご説明します。座って説明をさせていただきます。 

はじめに資料１－１をご覧ください。北海道運輸交通審議会は当会議の親会議でありまし

て、石井先生に会長を務めていただいております。６月１日の会議では、これまでの検討会

議の議論を岸座長からご説明いただき、その上で意見交換を行いました。主な意見といたし

ましては、まず、公共交通の利用促進と利便性向上に関しまして、公共交通に乗ってみたく

なるような情報発信が必要。利用が進まないのは、乗り方がわからないことも大きな要因。

観光客の利用も重要だが、生活者視点での取組も必要などといったご意見。 

また、公共交通機関のあり方に関しましては、事業者に任せるだけではなく、国や道、市

町村が協力して公共交通体系を守っていくことが必要。交通機関それぞれの特性を活かしな

がら、相互に補完していくことが必要。などといったご意見をいただいたところでございま

す。 

おめくりいただきまして別紙になりますが、審議会の委員・参与の方の名簿でありまして、

会議の出席状況等が記載されています。 

次に、資料の１－２をご覧ください。第２回までの検討会議と審議会での議論を合わせて

整理しております。左側、交通を取り巻く環境といたしましては、交通環境の変化として新

幹線の開業や高速道路整備の進展など。また、社会環境の変化としては、人口減少と高齢化、

都市部への人口集中などにつきまして、これまで確認をしてきたところでございます。 

次に、真ん中の列になりますが、各交通モードや地域における現状・課題といたしまして、

検討会議の中で各委員からご説明いただいた内容を整理しています。そして、右側の主な意
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見ですが、まず鉄道に関しましてさらなる情報開示が必要などといったご意見、中段の交通

機関相互の連携に関しましては、交通機関同士の共存に向かっていくことが必要などといっ

たご意見。そして地域公共交通のあり方に関しましては、新幹線やLCCなどプラスの影響の

視点も必要といったご意見など、これまでの検討会議、審議会での意見を整理しているとこ

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。続きまして議事の２番目ということで情報提供を事務

局から２点とあとはJR北海道の小山委員からそれぞれお願いいたします。 

 

（千葉課長） 

 はい。それではまず各交通モードの道内旅客輸送量につきまして、資料２－１によりご

説明します。資料２－１をご覧ください。札幌と道内主要都市間の公共交通機関毎の一日

当たり輸送量の変化に関する資料になります。第１回の検討会議の際に、石井会長から JR

と都市間バスは競争の側面があるといったご指摘がありまして、その後、会長とも相談の

上、JR北海道、北海道運輸局のご協力もいただきデータを整理しております。表の左の列、

①から⑥にありますが、札幌と各主要都市との鉄道、都市間バス、航空機、それぞれの輸

送量について、平成３年度と 26年度を比較しています。 

概要としましては、表の上に記載されているとおり大きく２点あると考えておりまして、

まず１点目といたしまして、全ての区間において輸送量の合計、計という形で記載させて

いただいておりますが、この欄が減少しているということでありまして、例えば、①の札

幌－帯広間をご覧いただきますと、平成３年度は１日 5,568 人、26 年度は 4,197 人となっ

ておりまして、75.4％程度まで減少しているというところでございます。 

また、２点目といたしましては、モード別に見ていただくと、鉄道と航空機の輸送量は

減少している。一方、都市間バスは増加しているということでございまして、全区間で鉄

道と航空機は減少しているのですが、都市間バスは⑥の札幌－旭川間、ここを除いてすべ

て増加しています。特に、高速道路の整備の進展などを背景といたしまして、①の札幌－

帯広間や⑤の札幌－函館間では３倍近い伸びとなっています。但し、その一方で、平成 26

年度で各モード別に輸送量を比較して見ていただくと、全ての区間において、鉄道が都市

間バスを上回っている状況にあるということでございまして、道内の主要都市間の人の移

動の実態としては、鉄道が中核的な役割を担っているという結果になっております。資料

２－１の説明は以上であります。 

また、参考資料といたしまして、現在の道内の交通網の現況について、資料を３枚お配

りしています。１枚目は高規格幹線道路の整備状況と今後の見通し。おめくりいただきま

して、２枚目は道内の都市間を結ぶバスネットワークの現況、そして３枚目は道内の航空

ネットワークの現況に関する資料となっています。 

なお、鉄道の輸送状況等に関しましては、後ほどの小山委員の説明資料に含まれていま
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すので、そちらをご確認願います。説明は以上でございます。 

 

（藥袋課長） 

 航空課の藥袋と申します。よろしくお願いいたします。 

私のほうからは道内空港の運営の民間委託に関する検討状況につきましてご説明をさせ

ていただきます。 

空港の経営改革に関しましては、今年始めに報道されました官房長官の発言を契機に一

気に検討が加速したところでございまして、その発言を要約いたしますと、本道の広域観

光振興の観点から、国管理の４空港など道内空港の一体的な民間委託を進めたいというも

のでございました。 

お手元の資料の２－２－①をご覧いただきたいと思います。道内空港の民間委託につき

ましては、いまだ例のない複数空港の一括委託となる可能性があることを踏まえまして、

より効率的に国、関係自治体等と検討が進められますよう、国と地方の協議の場を設置い

たしまして、５月 18日には、その初回が国と道との共同主催により開催をされ、国・道・

関係自治体の三者が一堂に会しまして、空港運営の民間委託に関する様々な課題を検討す

るための協議体制がスタートしたところでございます。この協議会には、空港設置管理者

や立地地域の意向なども勘案いたしまして、資料にもございますとおり、国管理４空港と

市管理２空港に道管理の女満別空港を１空港加えました、７空港の関係自治体等にご参加

をいただきまして、北海道発の提案の国への提出を目指しまして鋭意検討を進めていると

ころでございます。 

次に資料の２－２－②をご覧いただきたいと思います。道といたしましては、道内各地

に存在する 13の空港はそれぞれに地域での役割を担いながら、全体として経済活動や地域

の暮らしを支える航空ネットワークを形成しているという点を踏まえまして、何にもまし

てまず民間委託される空港だけではなく、13 空港で構成される道内の航空ネットワークの

充実強化に資するものであるということが民間委託に取り組む大前提と考えておりまして、

第１回協議会ではこういった道の考え方を関係者の間で共有をさせていただいたところで

ございます。その後、次の協議会を７月 25日に開催いたしまして、関係自治体と関係空港

ビル会社それぞれから、空港経営改革に係る要望や意見等を国と道の方でお聞きをしたと

ころ、主なご要望としては航空ネットワークの充実・強化や各空港施設の機能強化、また

グランドハンドリングや CIQ 体制の強化などの外国人観光客受入態勢の強化といったもの

が寄せられたところでございます。 

資料の２－２－③をご覧いただきたいと思います。併せまして、７月 25日の協議会では、

道のほうから北海道発の提案の柱立てといたしまして、こちらの資料にございますとおり、

１～４の４つの項目について説明をし、これについても関係者間で道提案のイメージの共

有を図ったところでございます。このような方向性を関係者間で共有しながら、東京オリ

ンピック・パラリンピックが開催されます 2020年に国管理空港の民間移行をめざすという
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スケジュールを踏まえまして、本道の 13空港について、いかに付加価値を高め、将来にわ

たりその役割を充実強化していくことができるかといった点について議論を重ね、年内を

目途に北海道としての提案を取りまとめていきたいと考えているところでございます。な

お、現時点までの検討経緯などにつきましては参考資料をお付けしておりますので後ほど

ご確認をいただきたいと思います。以上でございます。  

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございました。続きまして、資料３につきまして小山委員からお願い

します。 

 

（小山委員） 

JR北海道の小山でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

先ほど、知事からもご紹介がありましたとおり、先週末に私共、お手元の資料にござい

ますが、「持続可能な交通体系のあり方」について、ということで私共がいま進めようとし

ております事業範囲の見直し、これについての基本的な考え方を発表させていただきまし

た。本日はその内容を再度、私の方からご説明を申し上げ、各出席委員の皆様からご忌憚

のないご意見をたまわれば、と考えておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、お手元にございます資料に基づきましてご説明をさせていただきます。 

まず、持続可能な交通体系のあり方についてということで、これまで私共は、北海道に

おける基幹的交通機関として公共交通の一翼を担ってきておりまして、今後も地域におけ

る交通手段の確保は重要であると認識しております。しかしながら、これも第１回、第２

回の会議でもご説明しましたが、当社の経営状況は大変厳しく、また当社が経営基盤を置

く北海道は全国を上回るスピードで人口の減少が進んでいるということから、それぞれの

地域特性に応じた持続可能な交通体系のあり方について、地域の皆様に早急にご相談を開

始させていただきたいと考えているところでございます。 

めくっていただいて、３ページになります。鉄道を維持するためのご相談のポイントと

いうことでございますが、まず、①として、「『安全な鉄道サービス』を持続的に維持する

ための費用をどのように確保していくか」という観点、そして、②として、「鉄道輸送が適

している線区か、または他の交通機関のほうが利便性・効率性の観点から適している線区

か」この両方の観点から線区毎に協議会等の、ご相談をさせていただける場を設けていた

だき、地域の皆様に対し「持続可能な交通体系のあり方」についてご相談を開始させてい

ただきたいと考えているところでございます。 

それから、４ページになりますが、まず申し上げていた①鉄道サービスを持続的に維持

するための費用をどのように確保していくか、ということにつきましては以下の４項目の

選択肢を設けてございますが、これらについて検討を行ってまいりたいと考えております。

まず「ア」として設備の見直しですとかスリム化、ご利用の少ない駅の廃止や列車の見直
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し、これはすでに一部各自治体の皆様にもご相談を申し上げ、この３月のダイヤ改正で実

施をさせていただいた部分もありますが、こうしたものを含めて、経費節減策をどうして

いくかということ、そして「イ」として、運賃値上げによりお客様に応分のご負担をいた

だくといったような方法、さらに「ウ」としまして沿線の皆様に日常的に鉄道をご利用い

ただくといった利用促進の方法、さらに「エ」といたしまして、これは今、全国的に色々

なケースが出てきております。この会議の中でも、先般、前運輸局長様の方からもご紹介

がございましたけれども、運行会社と鉄道施設等を保有する会社とに分ける上下分離方式

等々の検討でございます。そして、その下に参りますけれども、今申し上げた①の検討を

行った上で②として鉄道輸送が適している線区か、または、やはりそのあと、他の交通機

関のほうが利便性・効率性の観点から適している線区か、といったようなことについて検

討を行ってまいりたいと考えております。 

１枚めくっていただきまして、６ページになりますが、この今申し上げた鉄道を維持す

るための相談のポイント、これを検討するに当りまして、まず「当社単独で維持可能な線

区」と残念ながら「当社単独では維持することが困難な線区」ということにつきまして、

まず当社の考え方を秋口までにお示ししたいと考えてございます。その上で、「当社単独で

は維持することが困難な線区」につきましては、地域の交通を確保するということを大前

提に、それぞれの地域に適した「持続可能な交通体系のあり方」に関して、鉄道を維持す

るにあたっての新たな方策の策定ですとか、バス転換などの選択も含めまして、地域の皆

様へのご相談を開始させていただきたいと考えているところでございます。なお、「当社単

独で維持可能な線区」につきましても、当然、事業のスリム化など、効率化を図る他、運

賃改定などを行うことによりまして、鉄道として維持してまいりたいと考えている次第で

あります。 

それから、次の大きな２番として地域特性に応じた持続可能な交通体系について、とい

うことで、そもそも交通にはそれぞれ得意とする分野があるということで、ここでは主に

鉄道とバスの比較でその得意とする分野について少しご説明をさせていただこうというも

のであります。 

まず、８ページにございますが、鉄道は一般的に大量輸送・高速輸送に適した環境に優

しい公共交通機関と言われております。そこにも書いてございます、バスや自動車といっ

た、他の交通機関に比べ、より多くの人を一度に運ぶことができるといったようなこと等々

でございます。一方で輸送量の少ない区間では、鉄道以外の交通機関の方が少ないコスト

で個々のニーズに対応できるなど、利便性・効率性の観点から優れていると言われます。 

下の９ページの図は、国交省さんのホームページで公開されている資料を引用させてい

ただきましたけれども、ご覧のとおりでございまして、横軸に輸送形態ということで、輸

送密度が高いのか低いのか、それから縦軸にはご利用になる方の特性、不特定の方がご利

用になるのか特定の方がご利用になるのか、そういったことに応じて、それぞれに適した

交通手段があるということで鉄道・軌道から始まりまして路線バス、コミュニティバス、
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乗合タクシー、今まさに各地域で、色々な交通体系、交通の整備が進められているところ

かなと考えます。 

次、10 ページでございますが、ここでは大量高速輸送について、鉄道が得意とする分野

の事例として空港アクセスの事例をご紹介してございます。ご覧のとおりでありまして１

日の輸送量ということでは鉄道（快速エアポート）は４万人以上の方を運ぶ輸送力を提供

してございます。バスが７千人ということでございますので、そういう意味で鉄道はバス

の６倍の輸送力を提供しているということ、それから所要時間もバスの 80分に対してその

半分以下ということで、ご覧のとおりで大量高速ということがまさに実現されておりまし

て、札幌―新千歳空港間は、鉄道輸送が適している区間であるということが申しあげられ

ると思います。 

一方で、下の図にございますとおり鉄道とバスを比較すると、バスは鉄道に比べて路線

の設定ですとか停留所といったようなものが、それぞれの地域のニーズに応じて柔軟に設

定できるという利点があると考えます。ここでは２年前にバスに転換いたしました旧江差

線の事例をご紹介しております。鉄道時代は、高校ですとか病院、目的地まで行っていた

だくのに、一度駅でバスに乗り換えていただくという必要がございました。それが今の代

替バスでは便がそのまままっすぐ高校、病院といった目的地まで行っているということ、

またご利用のニーズに応じてバス停を設置できているということで、ここではバスに転換

したことによって、より地域のニーズに適した交通サービスが提供できるようになってい

ると考えます。 

その次、12 ページになりますけれども、鉄道とバスを比較した場合、費用構造も違うと

いうことをここでは説明をしています。ご覧のとおりでございまして、鉄道の場合は単に

お運びするものばかりではなく、線路ですとかそれから信号設備、そして当然線路の上の

除雪も含めて全部これは鉄道会社が全てセットで自ら管理をしながら運行しているという

のが特徴でございます。そこに費用構造を書きましたけれども、ご覧のとおりで水色の部

分が輸送に直接的に必要な費用、それ以外に車両の維持費ですとか、当然施設の維持、そ

ういった経費等々が鉄道の場合は全て鉄道会社が負担しているということでございます。

一方でバスの場合は、道路は当然国なり道、自治体が管理されているという中で、車両の

みを所有して運行しているということで、圧倒的にそのブルーの部分の分量構成が高いと

いうことになります。また、その下に書きましたけれども北海道の場合は、積雪寒冷地で

あるということで、本州の鉄道会社と比べましても、冬の除雪も負担になっているという

ことで、そういう意味で色々除雪機械その他色々な対応をいたしまして、積雪寒冷地の鉄

道は多大な労力と費用をかけて安定性を確保しているということを説明させていただきた

いと思います。 

続きまして 14ページの資料は、さらにそれを詳細にコスト構造を比較したものでござい

ます。まず一番上の棒グラフが、道内の乗合バス 16社の平均を出して使わせていただいて

おりますが、収入 100 に対してバスの場合は 111 という経費がかかっておりますので、若
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干の赤字であります。おそらく、この赤字の部分を色々な補助金等で補填されていると推

察をいたします。一方、鉄道の方はご利用の人数規模によってそれぞれ収入で賄える分が

変わってくるということ、これは当然ですが、そういう状況にあります。まず、輸送密度

500 人級の線区で申し上げますと、全体の収支 100 円稼ぐのにいくらかかっているかとい

いますと 594 円ということで非常に収支が悪いわけでありますが、費用構成を見ていただ

いてもご覧のとおりでありまして、直接輸送に必要な費用、ブルーで書きました 161 とい

うようになってございますが、それすら収入では賄いきれていないといったようなことが

現状であります。2,000人級の規模の線区になりましてようやく車両の修繕費の一部が賄わ

れるような状況。4,000人級となるとようやく施設の維持・修繕の費用の一部が賄えている

といったような状況で、それぞれご利用の人数によって収入を 100 とした場合の負担でき

る、賄える費用構成が変わってくるということをご覧いただければと思います。 

こうした費用、要するに鉄道会社だけでは賄えない費用に対して鉄道を維持するために

どのような方法・方策が考えられるかということで全国的に今、展開されているのが上下

分離方式ということがございます。参考までに鳥取県の若桜鉄道で展開されている事例を

あげてございます。まず、上下分離その１ということで施設の維持や修繕、土地の保有、

要するに下を地元が保有会社を作って持たれて、上を運行会社である若桜鉄道が運行する

という形態が取られているわけでございますが、これでも、上の運行会社が成り立ってい

かないという状況の中で、その次のステップとして、下の保有会社が車両維持や修繕まで

負担するという次のその２ということで今運行されているといったような状況でございま

す。 

その次の 16ページ、当然鉄道はエネルギー効率の高い環境に優しい交通手段ではござい

ますけれども当然のことながらご利用が少なく１つ車両に数名しか乗車がない場合につき

ましては環境性能が他の交通機関から大きく劣るということで、ここでは廃止をいたしま

した旧江差線の事例、輸送密度で 47人、１列車で申し上げると３人とかそのくらいのご利

用の状況であればこのような状況になるといったようなものでございます。以上、鉄道の

得意な分野その他についてご説明を申し上げました。 

 以降は、私ども JR 北海道が発足して、まもなく 30 年になろうとしております。この間

の経過について、簡潔にお話をさせていただければというふうに思います。 

資料の 18ページです。発足当時の状況ということで、国鉄時代です。国鉄では数多くの

赤字ローカル線を抱えて、なんとかその中で再建を図るということ。そのためにも、そこ

にもありますが、昭和 55年に国鉄再建促進特別措置法、これが成立をいたしました。その

法律に基づいて、全国の地方線対策が進められたということです。枠囲みにありますよう

に、輸送密度で申し上げると、8,000人未満の線区、これが地方交通線と位置づけられまし

て、その内 4,000 人未満が、バスにより輸送を行うことが適当であるとして特定地方交通

線に指定され、バス転換が進められたということでございます。更に 2,000 人未満の線区

は、第１次、第２次ということで進められたわけであります。こうした中で、発足当時の
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状況というのが下の図でございます。58 年時点で、国鉄北海道は全道で、4,000 キロの鉄

道営業キロを持っていたわけでありますが、第１次、第２次の線区が指定され、廃止。こ

れはちょうど国鉄改革から当社発足。数年の間に転換されたわけでありますけれども。そ

れによりまして、新たに海峡線が開業しましたけれども、その部分を除きますと、およそ

2,500キロ、私どもが発足し、スタートしたわけであります。しかしながら、その中でも当

時は、ご利用、代替道路が未整備等の理由によって、特定地方線の指定から除外されたロ

ーカル線も多く残されておりまして、そういう意味で当社発足時点から約 500 億円に上る

大幅な営業赤字が見込まれたということであります。 

続いて 20 ページでありますけれども、そうした中でこの 500 億に上る大幅な営業赤字、

これを補填するために、経営安定基金というものが設置されました。この経営安定基金

6,822億円。この金額は、当時の金利情勢、当時はまだかなり高金利の時代でありましたの

で、7.3％の利回りで運用された場合に、収入の概ね１％の経常利益が、私どもの努力を持

ってすれば、何とかそのくらいは確保できる水準ということで設定されたわけでございま

す。それ以降、超低金利の時代に入りまして、今この運用利益が非常に激減してしまって

いるという状況については、これまでもご説明申し上げたとおりでございます。 

それから、経営を取り巻く環境変化ということにつきましては、まず北海道においては、

21 ページにございますように、高規格幹線道路網が整備されたということがございます。

左上の 62年４月時点では、まだ 167キロ。本当に札幌を中心としたわずかな区間でござい

ましたが、この 30年間で 1,000キロを超える供用距離になり、約 6.5倍ということであり

ます。また、近年は新直轄方式で整備が進んでいますので、結果としてオレンジで示して

ございますが、無料の供用区間が増えているということであります。また、左下に少し細

かい字で恐縮でありますけれども、自動車の保有台数も 30年間で約 1.8倍に増えていると

いうことで、そういう意味で、この 30 年間でかなり自動車、マイカー輸送というものが、

更に進展したということでございます。 

それから次の 22ページは、航空を取り巻く、航空路線の整備状況でございますので、ご

参考にしていただければと思いますが、その下の 23ページの資料は、地域別の人口変化と

いうことで、平成２年と 27年の比較でございますが、増えているのがピンクの部分の石狩

管内エリアだけでございまして、その他の地域については、軒並みブルーということで、

人口は減少しているということ。従いまして、札幌への一極集中が、どんどん進んでいる

といったような状況でございます。 

それから次の 24ページは、北海道と九州の人口比較をしてございます。なかなか並べて

比較する機会がないわけでありますけれども、北海道のほとんどの地域が人口密度は 100

人以下で、また九州に比べて、面積は２倍、人口は２分の１と。人口密度は５分の１とい

うことで、全道に人口が散在しているという、こういった状況の中で、先ほど申し上げた

ような大量・高速というところを得意とする鉄道事業を、全道に渡って運営していくとい

うことには、なかなか厳しい環境にあるということでございます。 
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そうした状況の中で、（３）経営の状況についてのご説明になりますが、まず鉄道輸送密

度がどのように推移してきたかということでございます。ここには主に、ローカル線を中

心としたところの輸送密度の変化を記載してございますけれども、ご覧のように昭和 50年

との比較になっておりますが、この間で本当にローカル線については、10 分の１になって

いるような線区もたくさんございます。 

１枚めくっていただいて、次の 26ページでございますけれども、それに比しまして、先

ほどから申し上げているように、札幌圏に人口が集中しているということで、札幌圏では

各線区とも堅調にご利用が推移しているということ。とりわけ、空港輸送を抱えておりま

す千歳線につきましては、緑のラインでありますが、２倍以上。更に、札沼線は最近、こ

の中で１番大きな伸びを示してございます。数年前に電化をさせていただきましたけれど

も、ここについては桑園・医療大学間で３倍以上のご利用になっているというような状況

でございます。 

こうした輸送の推移を全道的に見るとどんなことが言えるかということで、その下の 27

ページに掲げてございますとおりでありまして、昭和 62 年度と比較しますと、この 30 年

間で、500 人未満という、ご利用の少ない線区が非常に増えているということ。ちょうど

2,000人から 4,000人という中間のところが少なくなって、みな一律にご利用の少ないとこ

ろに移っているということでございます。 

それから、次の 28ページにつきましては、これも本検討会議でも経営の推移ということ

で、ご説明をさせていただいていますが、簡単に触れておきますと、赤いラインが鉄道運

輸収入の推移ということで、運賃改定を行った平成 8 年の 800 億をピークに、年々減少し

ている。28年の計画は新幹線の収入が入っていますので、ちょっと増えていますけれども、

これまでずっと減少傾向にあるということ。経営安定基金につきましては、ご案内のとお

りで、498 億から年々減少し、大幅に下がっていると。これをなんとか収支を取るために、

そこの下に人件費を書きましたけれども、早期退職制度ですとか、業務の効率化など、人

件費を 800 億台から 500 億を切る、６割くらいに大きく圧縮してきたということ。しかし

ながら、収支を均衡させるために、結果として修繕費等々を削らざるを得なかったといっ

たような状況でございます。その下に書きました③今後の収支見通しということでござい

ます。ここはポイントを置いて今ご説明したところを書いてございますけれども、ご覧の

とおりで、21 年度。ちょうど真ん中の棒グラフでありますが、ここでは経常利益がなんと

か２億円。これを確保すべく、修繕費については 183 億まで削減せざるを得なかったとい

うことであります。それに対して、28 年度以降、今年度の計画も含めてでありますが、ま

ず安全投資と修繕に関する費用は確実に確保するということで、修繕費については 350 億

円を計画してございます。これに対して、経営安定基金には、そこに記載のとおりであり

ますので、結果として 180億円規模の経常損失が計上せざるを得ないと。これが 28年、単

年度では終わらずに、今後常態化するということで、毎年この規模の経常損失を続けると

資金状況が一気に厳しいものになるというのが、私どもが抱えている課題でございます。
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それとそのグラフの上のところに国の支援というのを、少し細かいのですが書かせていた

だいております。まず、23年から設備投資支援として 600億。この内 300億が無利子の借

り入れであります。それから 28年度から設置されました、設備投資支援 600億の内の 300

億。更に修繕費の支援の 600億。これも無利子の借り入れでありまして、30年度まで支援

をいただくことになりますので、31 年度時点で申し上げると、無利子の借り入れが 1,200

億になってございます。その他、新幹線準備のために民間から借り入れ等々ございますの

で、31 年時点で申し上げると、1,500 億円近い長期の借り入れの残額になっているという

ことでございまして、これを今後ずっと長い期間をかけて、当然返済をしていかなくては

いけないということ。これも大きな課題でございます。 

これに対しまして、30 ページでございますけれども、当然のことながらまず、私どもと

してやるべきこと、自助努力をするということで、あくまでも色んなことに取り組んで参

っております。１つは経営安定基金評価益の実現化ということで、今若干の経営安定基金

資産に含み益を持ってございますので、それらを過去３年間、毎年 100 億円くらい債券等

を売却して実現化を図ってまいりました。しかしながら、これも全部売ってしまいますと、

翌期からの債券での運用益が入らなくなるということで、昨今のマイナス金利の情勢です

から、なかなか債券の売却もこれ以上やると、逆にマイナスになってしまうということで

ございます。それから、グループ会社株式の売却・配当要請金額の引き上げということで、

これは先般も発表させていただきましたが、札幌駅総合開発から特別配当を受けると共に、

また総合開発の株式の一部を売却して、資金を確保しているということ。更には土地・建

物の売却。そして、鉄道事業の効率化。更にグループ会社の運営の効率化といったような

ことにも取り組みまして、まず私どもで出来るだけの自助努力を行った上で、先ほど申し

上げたような支援を有効に活用しながら、安全を確立してまいりたいというところでござ

います。 

それからこれに加えて、今後の問題といたしまして、老朽化した土木構造物の維持更新、

これにも多額の費用がかかるということ。これについては、第２回の本検討会議でご説明

をさせていただいたところでございます。 

それから 32ページになりますけれども、土木構造物に加えて、車両の老朽劣化が進んで

いるということと、それから運行のためのシステム。これも大分古く、劣化しているとい

うことで、未だにデータ管理にフロッピーディスクを使っているといったようなシステム

も一部にございます。更に、老朽化した設備の維持更新費用がかかるということで、札幌

圏においても、こうした高架の耐震化等々にも、今後多額の費用が必要になると考えてご

ざいます。 

それから、34 ページ。いずれにしましても、まだ私ども北海道の鉄道は、貨物輸送が全

盛だった時代。それから、旅客のお客様が非常にご利用の多かった時代。そうした時の、

過大な設備システムを持っているといったようなところもございますので、そういったと

ころについても、スリム化に努めてまいらなくてはならない。ご利用実態に合わせて縮減
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し、効率化を更に進めていかなくてはいけないというふうに考えております。 

以上、細かく申し上げてまいりましたけれども、当社は、将来にわたり持続可能な形で

安全最優先の鉄道事業を運営する社会的な使命を果たすために、地域における交通手段の

確保を前提に、秋口以降に準備が整い次第、それぞれの地域に適した、持続可能な交通体

系のあり方について、地域の皆様にご相談をさせていただきたいと考えているところでご

ざいます。皆様のご意見を賜ればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（岸座長） 

はい、ご説明ありがとうございました。 

それでは、以上を踏まえて意見交換に移りたいと思いますが、意見交換の最初に、私、

座長からのたたき台ということで、こちらの資料をもとに議論できればと考えております。

これまでの地域公共交通検討会議の取りまとめの報告を踏まえて、これまでの議論を参考

にしながら、私の方でたたき台を作ってまいりましたので、まずはこれを５分ほど説明さ

せてください。 

今まで、１回目２回目も含めてですけれども、事業者さんから、JRさんだけじゃなくて、

バス事業者さん、タクシー事業さんからも厳しい経営状況であったり、あるいは自治体の

方からは、同じようにやはり厳しい中での公共交通の維持に対する知恵とか、取組の事例

をご紹介いただきながら、そういうことに関する情報共有ができた一方で、JRさんの問題

だけではなくて、たとえば北海道新幹線開業なり、高速道路の建設なり、あるいは LCCの

道内就航などのプラスのことも考えるべきではないかということも、これまで議論されて

きました。そんなことを考えながら、前回、私の方で申し上げましたけれども、そもそも

その交通というのは地域のビジョンがあって、北海道が将来この先どういう形で成長戦略

をもってやっていくのか、その中で交通というのはどういうふうに維持とか、あるいは利

用促進、活性化していくべきなのかということを考えるべきなのではないかということも

申し上げたのですが、それを踏まえて、この A4、１枚ですけれども作ってきました。 

まず左上ですけれども、今年の３月に北海道で総合計画が策定されております。これが、

今回、北海道はこの先どういうふうに地域を考えていくのかというところで、私の方で参

考にしました。一つ一つ見ていきたいと思いますが、まずは「世界に広がる北海道」と掲

げております。国内外の交流人口の大幅な拡大ということで、新幹線の札幌開業、新千歳

空港の機能充実、地方空港への国際線の就航拡大、あるいはクルーズ客船の寄港の拡大と

いう形で、訪日外国人旅行者数の国の目標も増えております。この先インバウンドも一つ

の重要な産業の柱となってくるだろうということで、こういうことが挙げられるだろうと。 

２つ目は、「地域経済の循環に資する道内高速交通ネットワークの充実」ということで、

たとえば高規格幹線道路網の整備が進んでおります。あるいは、道内空港間を結ぶ航空路

線網の充実といったことも、これも非常に重要になってくると思います。 

３つ目ですけれども、「安全・安心で活力ある地域社会の形成」、地方創生というキーワ
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ードもございますし、あるいは北海道は特に広域化に対応した交通ネットワークを地域間

の連携とか、補完することも含めながら、地域づくりを考えながらの交通ネットワーク形

成ということも考えていかなければいけません。そのようなことがあるのですけれども、

特に北海道の地域特性を考えますと、広域分散型とか人口減少・高齢化とか、あるいは積

雪寒冷ということが言われておりますけれども、私４つ目として書きましたけども、国境

とか北方領土、特に稚内とか根室というのは、そういった意味で位置づけをもって考える

べきではないかと個人的に思っているところです。 

このようなビジョンがあって、それでは交通ネットワーク形成の基本方法としてはどう

いうものがあるだろうかということをまとめたのが右上ですけれども、基本的な視点とし

ては、安全性とか利便性、高速性、持続性、防災といった形で九つのキーワードを挙げて

みました。持続性というのは、これはずっと議論してきましたけれども、持続可能性、将

来にわたって公共交通を維持していくためには、どういう交通手段がいいのかということ

も含まれてきます。 

そういう視点のもとで、取組の方向性というのは５つあげましたが、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、交通モード間

の役割分担や連携・補完といった考え方もあります。あと、多様な移動・輸送手段の確保

ということで、防災の観点からのリダンダンシーというのも重要になってくると思います。

また、北海道の地域・地域という形で議論していますが、国土形成等に資する交通ネット

ワークの確立ということを、やはり北海道として考えていくべきだろうと、あとは地方創

生ということでございます。 

こういった方向性があって、ではこの先どういう形で考えていくかということなのです

が、めざすべき時期は、まずは一つの区切りとして北海道新幹線の札幌延伸が実現する 2030

年頃を想定するべきであろうと思っています。 

めざす姿・役割ですけれども、これは道民の視点という形で考えてほしいと思いますが、

将来にわたって安全で安心した暮らしと活力ある地域経済の実現に寄与する公共交通ネッ

トワーク、道民や本道を訪れる方々が目的やコストに応じて道内各地に円滑に移動するこ

とができる公共交通ネットワークというのが重要であると思います。 

最後ですけれども、形成イメージということで、これは１回目、２回目の時にも議論し

ましたけれども、３つの観点があるだろうと、幹線交通、広域交通、そして市町村内交通

と書きましたが、幹線交通は中核都市間等を結ぶ高速交通ネットワークにあたると思いま

す。札幌と中核都市を結ぶ交通、あるいは中核都市間を結ぶ交通というのが入ってきます。

広域交通というのは、これはたとえば隣町への通院とか通学とかというところに絡んでく

ると思いますが、連携地域内の移動における交通ネットワーク、中核都市や地域中心都市

というふうになっていますけれども、そういうものを結ぶエリアとしての考え方、そして

もう既にこれは各自治体取り組まれておりますけれども、地域住民の日常生活に密着した

交通ネットワーク、単一市町村であったり、最近は隣同士の町でも一緒に公共交通網を考
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えていこうという取組もありますが、そういった規模のエリアという形で考えていくこと

で、今までの議論とか現状を踏まえますと、こういう形で公共交通ネットワークを考えて

いこうということがまとめられるのではないかというのが、私のたたき台でございます。 

これも踏まえて、このあと１時間ぐらい時間ありますけれども、皆さんの意見をいただ

きながら議論を深めていきたいと考えております。それでは、最初に私から数名の委員を

ご指名させていただきまして、意見を頂戴できればと思います。まずは、石井会長からお

願いいたします。 

 

（石井会長） 

 はい。北大の石井でございます。 

従来、明るい話題も含めて議論をしたらというようなことも申し上げてきましたが、今

日皆さんからの話を受けて、公共交通ということで考えますと、かなり主体的な部分を民

間企業が担っていて、民間企業としての経営の持続性確保が非常に重要になっているとい

う視点があるのだろうと思います。 

今お示しいただいたたたき台でも、むしろめざす姿・役割というような中に、あえて言

えばそういう企業としての経営の持続性というような観点もあっても寧ろ然るべきことで

はないかと思います。中でも JR 北海道の経営問題、今もご説明にございましたけれども、

認識ができたのは最近、修繕などが先送りされるということで、我々の認識が非常に遅れ

たということで、まだ道民の意識が十分ついてこない面がございますけれども、もともと

の分割民営化の時の問題もあると思いますし、長期間顕在しなかっただけ緊急性が高いと

いうような認識は必要かなと思っております。今のご説明でも、JRさんのところで出来な

い線区、これから示していかれるというようなことですけれども、ご説明にもありました

とおり、一定の安全投資を見込んで今後の赤字 180 億と試算されておるわけですから、上

下分離・バス転換などによる見直し、自助努力というようなことが不可避になっていると

いう状況は真摯に受け止める必要があるだろうと思っております。 

ただ、たとえば輸送密度 500 人未満、これで路線の３分の１ぐらいを占めるわけですけ

れども、これを JRさんが出しておられる路線別収支をもとにすべて廃止して、要はすべて

なくなるというような仮定をしても、100億ぐらいの利益改善にしかならないというような

数字に、私が聞いた感じではなるということで、180億の赤字ということからすると、この

程度でもある意味では十分な効果が見込めないということで、路線の見直しというだけで

は、なかなか厳しい部分があるというのは、今後も路線維持のための設備投資が必要とい

うことを想定すると非常に厳しい状況として受け止めなくてはいけないと思うわけです。

個別事情、当然十分にしん酌しながら対応は行われるべきですが、ある程度全社的に言う

と、一定の路線の見直しは不可避の段階ということについては、厳しく受け止める必要が

あるだろうと思っています。 

次に、触れたい話としましては、180億に及ぶ赤字の原因というようなことで、今、不採
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算路線の見直しだけでは十分な状況ではないと申し上げたのですが、元々で言うと、経営

安定基金の運用利回りは、特別の政府支援として受けているわけですけれども、現状では

当初見込みの半分ぐらいの水準まで落ち込んでいるというような状況があるわけです。 

こうした中で、当初の分割民営からの約束事ということで、JR貨物からいただく線路使

用料、これによるコストとして、JRの貨物列車が走ったことによる変動費用の一部という

ことに限られており、ごく最近の数字で言うと、年間 16億円という数字も、これを仮にフ

ルコストというようなことで、全体をきちんと計算したものではございませんが、並行在

来線、調整金として受け取っている基準等々を見ると、おそらく 100億円以上の JR貨物の

費用負担を JR 北海道ではされているのではないかと思われるわけです。これ、JR 各社の

中でも、旅客と貨物の関係で見ますと、北海道が一番貨物が走っている地域になりますの

で、JR 北海道は厳しい経営の中で、経営規模に対して、JR 貨物に対して非常に重い負担

をしているという現状があるのではないかということであります。 

これを改めて整理して見てみますと、目減りした経営安定基金の運用益の相当程度が JR

貨物の費用負担に回っているという現状があるという認識になってまいります。運用利回

りの低下というのは、経済変動として説明されていて、やむを得ないという部分が非常に

強いわけですけれども、そういう状況の中で、こうした構造のみ継続されているというよ

うなことは、我々道民としては非常に納得性がないのではないかということで、こういう

ものについては、並行在来線につきましては貨物調整金制度という制度が有り、ある程度

フルコストを出すというスキームがございますので、なんとか同様のスキームも考えてい

く必要があると思うわけです。北海道新幹線も明るい話題でもあるのですけれども、48 億

円もの赤字を現実には見込んでいるということで、これも実体的には JR貨物との並走問題

というようなことで、供用走行区間では速度が 140 キロに抑えられていて高速性を発揮出

来ないことが非常に大きな問題になっていまして、おそらくこのことで数十億ほどの赤字

が見込まれるという現状になっていまして、これにつきましても、率直に見て JR北海道の

責任とは到底言えない感じの赤字ということで、こうした問題については、ある程度政策

的な対応も含めて改善というような方向を道としても目指していく必要があるのではない

かと私は考えております。民間企業である以上、自助努力は前提条件で不可欠でございま

すし、これをきちんとやっていただくことは、もう避けられないと思いますけれども、今

申し上げたような JR 北海道の特殊事情を踏まえた施策スキームというものについてもぜ

ひ実現していかなくてはならないということで、道庁や経済界がこういう認識をもってい

く必要があるのではないかと思っています。 

今後の議論のために、JR北海道さんには、今申し上げた線路使用料の現状なり、本来的

なアボイダブルコストの水準、フルコストで見た線路使用料の水準ということについて、

これも基本的に開示をしていただいて、今後の議論が促進されることを、ぜひお願いした

いと思っております。私からは以上です。 
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（岸座長） 

 はい。ありがとうございました。続いて吉見先生お願いいたします。 

 

（吉見委員） 

 今回のこの第３回検討会議でございますけれども、今までのお話しのまとめでございま

した。その点でもお話しのあったところでありますけれども、そのまとめられたこととい

うのは、私の立場から言えば３回とも基本的には変わっていないのではないかと思います。

今回は特に JRのほうから、ご意見といいますか、情報がございましたので、それがもちろ

ん、この３回の検討会議にとっては大きな新しい情報といいますか、議論が進むひとつの

ポイントになっているのは確かだと思うんですけれども、JRの厳しい状況と、それからそ

れに対して我々がどう考えていくべきなのかといったことについては、これも第２回の会

議までと、議論が変わっていないのかと思っています。これは今、石井会長からもまとめ

てお話しがあったことと符合するところだと考えております。 

少しそういう意味では重複する部分もございますけれども、改めて少し感じたところを

お話しいたしますと、地域交通と道内の北海道の地域交通を考えると、都市間、特に道内

の主要都市間をどう結ぶのかという交通の問題と、それから主要都市同士ではない、ロー

カルな交通の問題とを、どう考えるかといったところを分けて考えないとならない。この

会議はこの両方を考えることをいわば求められているという部分もございます。従いまし

て、航空も含めて、皆さま方が集まってご論議しているというわけであります。飛行機を

含めて考えればその主要都市間の交通ネットワークをどうするかという問題があるのです

けども、これは実は本来は、今日は JRの方から鉄道特性というお話がありましたけれども、

本来はこういう都市間の輸送というのは鉄道特性が活かされるはずの場面なのです。 

ところが、これを現実に見てみますと主要都市間というふうにみなされる、例えば、札

幌－北見の間の交通ということでは、これは資料２－１で既に示されましたように、この

部分は高速道路の延伸と同時に、道路、あるいは高速バスへの移行が極めて顕著になって

しまったという。つまり鉄道特性があるはずなのに鉄道特性が活かせないような、そうい

う主要都市間の移動の実態が北海道に生まれてきた。これは例えば九州の金城―佐伯間の

交通とはかなり違った状況が出てしまったというのが今の北海道の状況で、これも JRには

大変厳しいところであります。 

そういったところを考えていくと、主要都市間であっても鉄道ネットワークの維持とい

うのは結構厳しいものが北海道にはあることを我々は認識しなければならない。しかし一

方でこれは冒頭、知事からもお話しがありましたように、インバウンドが拡大し、そして

北海道に観光という観点からの輸送を、そういう視点でも輸送をしていくということも、

また求められているし、期待もされている。これからもそれを必要とするだろうというこ

とです。 

またそういう中で、こういう都市間のネットワークを北海道でどう維持していくのか、
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もちろんこれは鉄道だけの問題ではないとは思いますが、今日は JRのお話がありましたの

で、鉄道に視点をおいて考えれば、これも石井会長からお話しがありましたように民間企

業でありますので、ネットワークを鉄道がどう維持するのか、本来は鉄道特性が発揮され

るところをどう維持するのかというところを、JR任せにしない視点というのが必要になっ

てくるということだと思います。 

一方、地域交通でございますが、これは岸座長から示されたこのたたき台でいいますと、

一番下のこのページで見ていきますと下の「広域交通」と「市町村内交通」を足したよう

なイメージでお話しをしておりますが、これは市町村内の交通というのは、あまりここで

議論したことがないのですけれども、現実には市町村の中での足というのは、これもう鉄

道によるというところが逆に少ない。札幌ぐらいのところかもしれませんけれども、特に

地方の市町村になりますと、その中でのバスの足すらも大変厳しいという状況が現在ある。

そこのところを本来は議論しなければならない。 

一方で隣の町とか隣の市町、通勤、通学といったような形で鉄道を含めた地域交通の利

用というのがあると思うのですけれども、これは、まずこの足を守ろうという話がよく出

ます。地域の足を守ろう。私は非常に大事だと思いますが、この足をじゃあ守ろうという

ときに、誰が守るのかというその主体といいましょうか、あるいは当事者といいましょう

か、その意識というものをやはりもう一度見直さねばならないだろうという、そういう状

態にきているのだと思います。鉄道に関していえば JR に守ってほしい、JR が守るべきだ

という理論は今はなかなかもう難しくなってきている。これはもちろん JRの経営問題もそ

うでありますけれども、民間企業である以上、そういう状況は生まれてくる。これはかつ

てもお話ししたかもしれませんけども、道外の大手私鉄であっても、その大手私鉄が持っ

ているローカル線を廃止するか、現に廃止されたところもあるという状況の中で、JRだか

ら不採算路線も守れるはずだというのはある意味では、かつて国鉄の時によく「親方日の

丸」というのが、この言葉はもう最近使わなくなりましたけれども、ありましたが、「親方

日の丸」ではなくて「親方 JR」になってしまっているという可能性があるわけです。そう

ではなくて地域の足を守る責任が一体誰にあるのか。これはもう一度考えなければならな

い。 

交通権という言葉があります。交通を使って移動する権利です。これは基本的に国民に

あるのだという考え方がありますが、一方で、その交通権を守るために誰がその主体とな

って守らなければならないのかという議論は、あまりここまで深化が見られなかったとい

うのが日本の状況だと思っております。現在の北海道はその議論を日本の中で先駆けて進

めていくということが求められているのかなと思っております。 

一つにはもちろん地域のことでありますから、地域が議論に参加し、その地域が足を守

るにはどうすればいいのかを考えていくという主体性が必要であります。 

しかし一方で本来は、そうした国民の交通権を守るという責任は国にもあると。その国

が守っているはずの、交通を守るという責任を国にも認識してもらい、あるいは求めてい
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くということです。これは国に対して色々な形があると思いますが、要求をしていくとい

うことがあると思います。それは JRだけではない、鉄道だけではない、道路あるいはバス

も、そういう場面があると思うのですが、今までそういう意味ではそういう権利、交通権

を守ろうということでは、国への要求、そして地元では何ができるのかという、こういっ

た議論を総合的にする必要があるのだと思っております。まさに今回この会議ではそうい

うことを、議論する、スタートにするということを、この会議の役割だったということを

再確認すべきだと思います。 

そういう中で、最後に座長の方からたたき台が出されたわけでございますけども、この

たたき台の中で書かれていることは、ここまでの議論を踏まえて座長が示されたものであ

り、我々としては、妥当であり、適切であると考えているところであります。ただ、確か

に最後の形成イメージのところは非常にある意味広い色々な地域、都市間といったものが

含まれておりますので、今後この議論を深化していくためには、幹線、広域交通、市町村

内というこの３つの形成イメージを座長が出されていましたが、この議論をそれぞれの場

面で具体的に進めていく必要がある。幹線交通といいましても、札幌と色々な都市を結ぶ、

あるいは札幌以外の中核都市同士を結ぶ交通があると思うのでありますけれども、その時

にそれぞれについてやはり別々に業務していかざるを得ないのだと思います。状況はそれ

ぞれ違います。まとめて一括してというのは大変難しい。そういう時に関連する自治体等

を含めて、関連する交通モードを持つ事業者を含めて、そういう議論を個別に、そしてあ

まり遅くないタイミングでスタートしていく必要があるのかなと考えます。私からは以上

です。 

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございました。続きまして経済界から高向参与ご発言お願いいたしま

す。 

 

（高向参与） 

我々は岸座長の指示に従ってこの議事を進めていくわけですから、ですから岸さんのお

っしゃることは尊重しますが、しかし、今日のたたき台には失望しました。2030 年にどう

するかということよりも、今すぐ何をするかという問題があるじゃありませんか。もう既

に二人の委員がおっしゃいました。JR北海道は大変な状況にあります。もっときつい言葉

を使いたいのですが、信用不安を起こすと大変ですから使いませんが、例えば有価証券、

含み益がなくなりました。もうここからは利益は出ませんと言っています。それから資産

も切り売りしましたね。旭川のロワジールホテル、大沼の収益性が非常に高いクロフォー

ド。そして、これまた収益性の非常に高い駅ビルを持っている札幌駅総合開発株式会社の

株式を一部売却しました。私がバンカーとして横から見ていますと、これは相当苦しい会

社かなと思います。それから技術面でも何年か前に特急列車の減速をしました。あれを全
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然元に戻していません。ということは、もう今、高速では走れないということを自分で言

っているようなものです。 

従って資金的にも技術的にも追い詰められた状況にあるのです。経営が行き詰まったか

ら社長が２人自殺しているのです。この会社を最優先課題として面倒みなくちゃいかん、

これが北海道の当面の一番重い問題なのです。長期的に見てどうなのだと言うよりも目先

の問題。JR北海道がなくなったら道民が困るのですから、すぐそこへ話がいかないといけ

ないと思います。 

従いまして、私は石井さんがおっしゃったことも非常に内容があって是非そうだと思い

ますし、吉見先生がおっしゃったのもそうだと思います。そこに重点を置いてほしいと思

います。以上です。 

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございます。髙橋参与お願いします。 

 

（髙橋参与） 

北海道経済連合会の髙橋でございます。 

北海道の大きな課題、これは人口減少それから札幌一極集中かと思います。黙っている

と北海道のブランドである食とか観光を担ってきた地方の地域が疲弊をして存続自体が危

ぶまれるということが危惧されていると認識をしています。 

そういった意味では人口減少のスピードを弱めて、交流人口を増やすということで地域

経済社会の健全な維持発展を図っていくという取組が今、行政とか地域とか事業者、経済

界それぞれ検討されているところであるというふうにも承知をしております。広大な面積

に広域分散型社会を形成する北海道ということで、公共交通ネットワークの整備は道民の

暮らし、それから物流の観点から極めて重要と認識しています。 

詳細な経営状況の厳しさについてご説明ありましたけれども、これらを踏まえますと JR

北海道さんが今後も重要な交通インフラとしての役割を果たしていくためには、やはり一

定の経営改革を前提とした鉄道事業の見直し、これはやむを得ないものと考えています。

JR北海道さんには見直し対象地域の皆さんのご理解を得るため、更なる情報公開を行って

いただくことを期待しております。 

それから経済界として特に本道の農水産物等を本州方面に送り届けるという、物流の面

での路線維持は重要と考えております。そういった意味で先ほど石井会長様からもお話し

がありましたけれども、貨物輸送に関するコストについて JR北海道さんにとっての負担の

大きさ、これを適宜お示しいただいて、あわせて改善の方策、これを関係者と共に見出し

ていくことが必要ではないのかと思います。 

それから、見直し対象地域における地域ごとの、望ましい公共交通改善に向けて、やは

り国とか道それから地域の自治体、交通事業者、そして経済界との協議等これらを通じま
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して課題を整理し、スムーズな移行を図っていくことが大事だと思います。 

地域の皆さんが JR 北海道さんの事業見直しを地域活性化の契機として前向きに捉える

ことを期待しております。 

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございました。山下委員ご発言お願いいたします。 

 

（山下委員） 

大空町長の山下でございます。 

今まで私どもの地域、オホーツク管内には JRさんから色々な提案といいましょうか、路

線の縮小、廃止、色々なものがありました。その中で言っておりましたのは、個別のそれ

ぞれの対応はもとより、将来 JR北海道さんとしてどういった方向性といいましょうか、展

望を持ってといいましょうか、将来の考え方をもって対応していくのか、そのことをまず

しっかりと示していただきたいということを話してきたわけであります。そうした中で今

般、各地域ごと路線ごとという形ではありますけれども、将来の見通しを示した中で地域

と協議をしていこうと、その姿勢については歓迎をするところでもございます。 

そうした中で今回の資料初めて拝見させていただきました。４ページに相談のポイント

とされるところがありますけれども、これを見ておりますと路線が走っている地域それぞ

れの皆さん方が一体どうやってこの負担を背負っていくのか、そういったことに終始をさ

れているというふうに思うところでございます。後ろのほうの資料の中に管理面でも経費

の節減でありますとか、そういったものを書かれておりましたけれども、そこのところに

ついての頑張ってやっているということではありますけれども、具体的な資料というもの

がなかなか見えてこない。私のところには北海道の空港が所在しておりまして、乗り入れ

する航空会社など大変な経営の中で、様々な管理部門の経費の節減というものを予め示し

た中で、路線の縮小だとか機材の小型化ということについて理解をしてほしいというよう

なお話が過去にはあった経過もありますけれども、今後そういったものも示していただけ

るということも必要なことではないかと、このように思っております。 

また、先ほど石井会長の方からもありました、マイナス面のところに切り込みを入れて

縮減をさせていく。このことももちろん大切ですけども、一体どこで収益を上げていかな

ければならないのかと、先ほど一つの例として、JR貨物さんの輸送費のことについてもあ

りました。また、先ほど他の委員からも色々な資産の売却というところの話もありました

けれども、本当に売却がいいのか、活用ができなかったのかというような部分もあります。

一方で北海道新幹線、今時点では赤字だということでありますけれども、やはり道内の中

で新幹線を利用して色々な方々が動かなければ、収益も上がってこない、そういう仕組み

になっているのでないか。現在は函館までということですので、主に観光の方々の利用が

多いという中では乗車率もそこまで上がってこないというようなことがあるのではないか。
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そのように考えると、いかに札幌延伸を早めて、そしてその収益構造の一助にするという

ようなこともしていかなければならないのではないか、そんなプラスの議論ということも、

全道、全体的な時には、是非地域ごとであっても相談させていただくことをお願いしたい

ものだと、そのように思っております。 

また、今回相談のポイントの中に上下分離というようなお話もありました。過去から色々

な報道などでも出て参っておりまして、この委員会の中でも提案といいましょうか、その

方式などにつき説明をいただいたところであります。それに関する私どもの地域、オホー

ツク管内での各市町村の皆さんの反応でありますけれども、正直に申し上げて JR北海道さ

んがなかなか持てない。ではその地方で、地元で、地域で持ってくれと言われた時に本当

に持てるのかと言うと、その下の部分を持つということは、これはなかなか難しいと、大

変な負担になってくるであろうと、そういう意見が大半でございます。ですので単純に今

の形態のものを上下分離の中で、先ほど言った地域の市町村だけが担うということは難し

いというような実態ではないかと私も感じているところであります。 

地方はといいますか、私どもの地域は 30年前、国鉄から分割され民営化となったときに、

かなり多くの路線を廃止してきた、そういう歴史があります。しかし、時代が変わって 30

年経って今まさに更に各線区ごとの利用者の数が減ってきてここに至った。今ここで議論

していますけれども、本当に今のところで何とか色々な経営改革をやりながら少なくして

いって、更に 10 年後 20 年後まだ同じになればまた縮小の論議をしなければならないのか

と、そんな不安を抱えている部分もあります。そのために直近の色々な課題はもちろんあ

るわけですけれども、北海道としてやはりこの検討会議、更にはこの上部組織であります

審議会として、先ほどの視点などを持ちながら、どういった方向性、将来にわたってこの

北海道の交通を考えるのか、その方向性もいただかなければ、先ほど言った JRさんと地元

の協議ということ、その局面だけの協議ということは難しいのではないかと、そのように

感じております。あるところはバス転換をし、今まであったひとつの路線のうちひとつは

上下分離でやり、更には全く廃止をして何も手立てがない、そういうことで先ほど言った

都市と都市との交通が将来本当にいいのか。ですので、この委員会の議論をもっともっと

早めて、そしてこの方向性と合わせて地域が議論をするというスタイルにもっていきたい

ものだ、そうでなければならないのではないか、合わせて様々な時代変化の中で如何とも

しがたい状況が生まれている、そういった中で国に対して考えられる、北海道の交通ネッ

トワークをどうやって支えるかも政策としての支援の在り方というものを合わせて提案を

していく必要がここにきて出てきているのではないかと思っております。直近の課題とし

て JRさんの課題が、特に経営の課題がクローズアップされてはおりますけれども、北海道

全体津々浦々の課題だと改めて認識をしたところでございます。 

 

（岸座長） 

 はい、ありがとうございました。それでは少し予定の時間は過ぎているのですけれど、
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ここで知事が退席されますのでひと言お願いします。 

 

（高橋知事） 

 申し訳ございません、あとは副知事が引き継がせていただきます。 

ここまで様々な議論ありがとうございます。やはり今、当面やらなければならないのは

JR北海道さんの現状に対して議論を深め、そしてどのような認識を共用していくことかな

と思ったところであります。 

しかしながら、JR北海道さんは民間の企業でいらっしゃいますが、ただいわゆる「もの

づくり」の民間企業とは違う、この広大な北海道の中における、まさに生活の足である交

通ネットワークを維持していただくという大変崇高な事業を担っていただいている民間事

業者であるという認識をもっているところでございます。 

そういう意味では経営の厳しさについて詳細にご説明はあったわけであります。もとよ

り、バンカーとしての高向参与からのお話もございました。企業体としてどこまで情報開

示できるかという問題があろうかと思いますが、ここ１年、２年、３年、４年、あるいは

中長期を見通してどれくらいの収支があり、現に大変なのかという情報開示をすることに

よって、今の山下議員のお話は、今の状況では沿線自治体との協議はできないというよう

な趣旨だとわたくしは理解したわけでありますが、もう少しやはり道民の理解を得られる

ような、経営の厳しさというような情報開示についても工夫をしていただく必要があるの

かなということをとりあえず思ったところであります。今日午後イチで社長がお見えにな

られたときに私から申しました。沿線自治体の皆様方とは慎重にしっかりと、きめ細やか

な議論をしていただきたいということ。 

そして、ご説明いただいた資料の中でも一部言及がございました上下分離方式というの

は、道外の民間鉄道の大変短い区間について前例があるということは理解をするものの、

長大な鉄路を持つ道内ではこれは事実上無理であると。それだけの財務負担能力、将来的

な維持、補修等も想定した場合にそれだけの下を持つだけの財政力は道内の市町村にはご

ざいませんし、道にもございませんというようなことは申し上げたことでございます。 

そういった中で石井会長、あるいは吉見委員からの様々な具体的なご提案がございまし

た。JR貨物との費用負担の問題。あるいは青函トンネルの中における費用負担の問題など、

我々も色々とまた JR北海道さんからの情報をいただきながら知恵を出して国なり、関係機

関に対する色々な費用負担、見直しについての提案ということも考えていかなければなら

ない、そのように思ったところでございます。 

なかなか今日のこの場だけで結論が出るところではございませんが大変道民、特に地域

の道民の方々の、あるいは行政の方々の不安というものが高まっている中で、今回の JRさ

んの問題について更なる情報開示に努めていただくと同時に知恵を出して国への要請、あ

るいは関係機関への提案、こういったことについて、スピードを加速しながら私どももや

っていかなければならない、その思いを強く持ったところでございます。 
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後の議論は副知事にあとから報告を受けます。途中で退席することをお許しいただきた

いと思います。 

 

（高向参与） 

 一つだけよろしいですか。山下委員のお話は非常に実際的でよかったと思います。赤字

路線は上下分離しかないと思います。そして地元には出す金はない、道にもない、国に言

う。私はそれが解決策ではないかなと思うのです。私どもは知事の後ろにくっついて、東

京に陳情に行くと、経済界ともそのつもりでおりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

（高橋知事） 

ありがとうございます。 

 

（岸座長） 

 それではあと 15分ほど議論する時間がございますのでどなたでも結構です。ご意見のあ

る方は挙手をお願いいたします。どうぞ。マイクをお願いします。 

 

（石﨑参与） 

北海道運輸局長の石﨑でございます。今回初めての参加になります。よろしくお願いし

ます。 

最初に、本日は JR 北海道からご説明もありました線区ごとに協議会を設けて、地域の

方々と持続可能な交通体系のあり方について相談を開始する、こういうご方針のご説明が

ございましたけれども、これにつきましては、各地域に適した地域交通のあり方について、

まずは JR北海道、それから地元の方々、業者の皆様が一緒になって考えていくということ

で私共としてもそうしていただきたいと思っております。その際、先ほどから色んな方々

からご意見出ておりますけれども、JR北海道におかれましては、丁寧且つ十分な情報の開

示でありますとか、説明を行っていただくようにお願いをしたいと思いますし、私共もど

のような形で持続可能なものにするかということについて、北海道庁とも連携しながら、

状況に応じてそれぞれ参加していこうと思っています。 

それから先ほどから国に対して、という話がございまして、私も会議に参加しておりま

すのは、一緒に考えていくためにここに参加をさせていただいているのだろうと思います

ので一言、これは反論をするということではなくて、悩みの深さの一因を少し全体論とし

てご説明をさせていただきたいと思いますが、国へ、国へという言い方をされるのですけ

れども、国も潤沢に資金があるわけではないというのは承知のとおりでございます。また

皆様方も会社を経営される、あるいは仕事で自分たちの予算をつぎ込まれる時には地元の

住民の方、あるいは株主の方、色々なステークホルダーにご説明をされる必要があります
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けれども、我々も国の税金、国の資金を投入するということは全国民にご説明をする必要

があります。これは九州の方、四国の方、あるいは本州にお住まいの方、これらの方々の

お金を北海道に持ってくるということでございますので、その点についてはご説明する必

要があります。そういう意味でそれ相応の詰めた議論をここでやっていただきたいという

気がします。「過去の経緯がこうだった、そして、今はだめだからやってね」、というよう

では、なかなか私どもは説明しづらいという思いがありまして、「JR がこういう努力をす

る。地元はこういう努力をする。そうした、各人の取組が公に認識された上で、北海道は

こういう状況だから是非」、というような説明の仕方に多分なるのだろうと思うのですけれ

ど、そういったことをあわせて考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございます。はい、どうぞお願いします。 

 

（米沢委員） 

帯広市の米沢でございます。 

いくつか言いたい点がありまして、先程高向参与からお話しがございました日程的な問

題でございます。たとえば今、空港の一括民営化の問題が出ていました。あれは 2020年に

一括民営化にしようという動きがあって、その中で北海道の空港の経営改革をどうすると

いう話をしていくわけです。先ほどもご報告がありましたけれども、年内に何らかの北海

道としてどのようにしたいかを発表していくという話をされているわけです。おそらく鉄

路だけの話、高速道路だけの話、または空港だけの話という中だけでおそらく解決つかな

いことがいっぱいあると思うのです。今まで鉄路だけの中で、JR北海道の中だけでどうに

かしようとしてきたから対策をとって動けないし、信用不安も募りご指摘されるようなこ

とになってしまっているのではないかなと思います。ですから日程的にはこれはもう 10年

違うのではないかと、読んで感じたことです。大変かもしれませんけれども、そして色ん

な問題、課題が出てきたときにそれを鉄路で解決しようとした時にコストがどれくらいか

かって、どのくらいの時間がかかるのかと。これを高速道路で置き換えた場合、つまりバ

スですとかそういうものに置き換えた場合、空路で使われている LCCの話も出ていました

けれども、それと組み合わせた場合どうなるのだとか、その辺の他の分野との比較がない

ままで、こうやって議論をしていってはいけないというのが一つございました。 

それから皆さんからもお話で出た情報開示の話です。決して高尚なことを言う気はない

のですが、この情報開示はそれぞれの地域の住民の方たちにもご理解いただくための情報

開示であるのであれば、今は随分良くなったなと思うのですが、単純に収益だけの話では

なく、収益の見せ方も、またはコストの見せ方も例えば沿線ごとにいくらかかっています

と。つまりそれぞれの皮膚感覚で感じるような出し方をしないと北海道全体でこうだでは
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なくて、今皆さんのお話しているこの路線はこれだけかかっています。それをただ数字だ

けではなく、一部ありましたけれども、全国と比較した場合こうなのですというのも入れ

るべきかと思います。比較感と自分たちに一番近い数字というような形の情報開示を、こ

れは JRさんだけではなかなか難しいと思いますので、それぞれの行政体も手伝わなければ、

特に道庁にも手伝っていただくことになると思うのですけれども、これは納得していただ

くために必要であり、また、理解していただくための説明であるので、我々がこんなに頑

張っています、大変なんですということだけを言うための情報開示ではないと思いますの

で、その辺を少し意識していただければと思いますし、意識しなければなりません。そし

て全員を当事者にしなければならないのです。これは道民のための交通資産をこれからど

う作り上げていくか、それを誰がどのように負担をすべきなのか、その負担の公平性は、

という議論をやっていくときにそこまで皆さんに見せないと多分ご理解いただけないので

はないかなと。吉見委員から交通権のお話がございましたが、まさにその交通権を守るた

めにどういう負担がどれだけのものがあるのかというのは、やはり知りたいという話が出

てくるのではないかなと思います。そのように感じました。以上です。 

 

（岸座長）  

ありがとうございました。他いかがです、どうぞ 

 

（菅原委員） 

 浜頓別町の菅原です。 

先ほど、国に要求する際の、やはりしっかりとした議論をしなければいけないというこ

とも含めて、発言させていただきます。 

座長から示されましたたたき台、私も全体としてこういう認識・理解をしているところ

であります。その時に、幹線交通ですね、地域的に申しますと札幌から稚内まで鉄道を背

骨で、それも不安なく通すということが非常に大事かなと。そしてそこに我々の地域は沿

線ではありませんから、今もやっておりますバスでつなげる。そういう機能を果たしてい

くことではないかなと思います。さきほど上下分離について、これは沿線ではありません

けれども、私も地元負担はなかなか難しいだろうと思います。その時に、ここのネットワ

ーク形成の基本方向で国土づくりというものがあります。離島に人が住まなくなっては国

の国土を守れない。そこで無人島にさせないという国境、離島の法律を作ってそこに積極

的な投資をしていくということであります。まさに人が住めなくなっては国土を守れない、

そういう視点で、国を守るそういう視点での国に対しての応援を求めていってもいいので

はないかなと私は思っています。 

それともう一つ、先程少し、輸送量の変化で説明がございました。30 年経って、幹線道

路、高規格道路が随分整備をされてきた。そこの地区における交通機関の利用形態が随分

と変化してきている。都市間バスの利用が拡大していることであります。第２次廃止の時
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は、これは高速道ではなくて国道が整備をされない状態の中で廃止された、結果どういう

ことが起こったかといいますと、バスのガラスのひび割れだったり、あるいは部品が破損

したり、こういうことが実は現実にあったわけでございます。今はもうそういうことはご

ざいません。しかしやはり、高規格幹線道路の計画的な整備、これをやはり並行してやっ

ていくことで人口とか色々な問題が変化していくのは事実でありますから、ここもあわせ

てしっかりやっていくことが大事だと思います。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 

（吉見委員） 

先ほどはあまり具体的なことはお話をあまりしなかったのですが、すでにその鉄道や上

下分離の話とか、そういったことが出ておりますので、これらについて少しお話したいと

思います。 

上下分離の方法について、今日は JRのほうから若桜鉄道の例が出まして、たしかに短距

離の区間で旧いわゆる第三セクターのところです。ある意味では特殊な事例といえるかも

しれません。そして、先ほど高向参与から、上下分離といったときに、これはイコール地

元が下側を持つのだということは必ずしも一致しないわけです。上下分離しますが、下の

ほうをいったい誰が持つのかということを含めて議論をしていかなければならないという

ことがあると思います。イコール地元なんだという、これは若桜鉄道の場合は確かに地元

の町２つが保有しましたが、それが全ての選択肢ではないということであります。今後も

含めて議論しなければならない。さらにはその他に鉄道をどのようにして地元に残すのか、

維持するのかということはやっぱりたくさんの実は選択肢があります。それは必ずしも私

は JRからは提示されないと思います。 

それは、地元の中で色んな選択肢を考えて、検討をしてそして逆に地元のほうから色ん

な議論をしていくという姿勢も必要なのかなと私は思っておりまして、その観点から一つ

申し上げますと例えば、開発が途中で止まってしまった、DMV、デュアル・モード・ビー

クルです。これは北海道初の、まさにローカル線を守ろうということでスタートしたプロ

ジェクトだったわけですが、JRの様々な経営問題や安全問題の中で開発は止まってしまっ

ております。これを JR北海道にもう一度やってということは、私は無理だと思います。や

るとすればそれは、北海道の中で別の仕組みを作って、引き受けて、そしてそれを地元へ

持ってくる仕組み、さらには DMVの前提としては上下分離があると思うのです。すなわち、

道路を走る車が鉄道を走ったときにその下を通っているところに通行料を払う。あるいは、

必ずしもそれは鉄道会社が持つバスではなくて、バス会社が持つ DMVということも想定さ

れる。そうすればそのバス会社からも通行料をいただく。例えばそういうのは上下分離が

前提となっている仕組みかなと私は思っておりますので、これはコストを下げるという観



28 

 

点から、運行コストを格段に下げるという観点から、やるのもひとつ選択肢としてはあり

得るかもしれない。 

さらに運行コストを下げるという観点からいきますと別会社を作る、この別会社イコー

ル第３セクターということではありません。JR が完全子会社のような形で別会社を作ると

いうことだって、これは選択肢にあるかもしれない。あるいはそこに JRの子会社作るけれ

どもなんらかの出資が別に入るということもあるかもしれない。そうしたときには別会社

ですから運賃も上がるかもしれません。しかしながら運行コストは、例えば人件費といっ

たところは必ずしも JRの水準の人件費で運行する必要はなくなりますので、差額分で現在

試算されているコストよりも下がるかもしれない。 

さらにはこれは海外に非常に多いですけれども、観光用の保存鉄道として残していく。

これは日本にはほとんど例がございません。この場合は、例えば土日のみの運行だとか、

あるいは夏期のみ、冬は北海道は特にコストがかかりますから運休にしてしまう。お客様

の来るときだけに、夏期のみの運行にする。これはもう地域の足としての機能というのは

鉄道にはもうなくなってきますけれども、一方で駅を残し、地図に鉄道を残す、街の名前

を残すという機能は残せます。 

何を目的にするかによって様々な実は選択肢があるけれども、こういった選択肢は例え

ば地元の協議の中では必ずしも、先ほど申しましたように、JRからは示されませんし、し

かしながら地元がそれぞれ議論をしていく中ではこういった選択肢も含めて、何だったら

出来るのか出来ないのかということを考えるということが本来必要なのかなと思われます。 

そしてその中では、今私色々申し上げましたが、これらがなぜ日本で、あるいは北海道

で出来なかったのかというと、多分にやはり規制の問題があるのです。いわゆるルールの

問題。ですから、国に対して要望するというよりも、必ずしもそれはお金の問題だけでは

なくて、どういう規制を例えば北海道で緩めてもらうか、特区を使うこともあるかもしれ

ませんが、そういったようなことで国にお願いをして、そして、コストを下げた形で運営

できないのかといったことも考える。それもやはり本来は北海道の中でまさに知恵を出し

て考えるということにつながるのかなと思っております。すみません、鉄道だけの話に結

局、特化してしまいました。ちょっと議論の流れがそうなりましたのでお話し申しあげま

した。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。他いかがでしょうか。 

 

（中木委員） 

バス協会からひと言意見を申し上げます。 

今、色々とお話を伺っていました。JR北海道さんの厳しさについては、バスの厳しさも

踏まえ、同じ交通事業者として理解するところです。JR北海道さんの発表された路線を見
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ますと、並行してバス路線が走っているところが多々見受けられますし、その路線の先ま

で都市間バスが走っているという線もあります。そういった面では、JR北海道さんがこれ

から地元と協議して、少しでも早く手当をしたいということであれば、先ほどの石﨑参与

がおっしゃられたように、各線区・各地域毎の協議会を作っていただきたいと思います。

その中にバス事業者も入り、地元の希望する運行回数や路線等をバスに転換する場合の具

体的な負担について、既存の生活路線維持の補助金計算の方法を参考にしながら、具体的

に地元の自治体の皆さんに示せるものと考えています。協議会の中で色々な運行形態も含

めて、その路線にあった仕組みというものを作ることが、この検討委員会の１つのテーマ

であると思います。 

交通事業者間の連携とか、新たな交通体系を作るということを考えると、地域のバス事

業者にとっても、また今回の JR北海道さんの見直しもそういう面では良いきっかけになる

のではと思いますので、関連の皆様が協議する場をどのような形でも作っていただければ

と感じています。 

以上です。 

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございました。それでは山下委員お願いします。 

 

（山下委員） 

先ほど知事が私の言った発言を捉えられて、更なる情報開示がなければ、協議が出来な

いと、そういう意向ではないかというお話もありましたけど、決してそういうつもりでは

なくて、協議には積極的に臨んでいかなければならないとこのように思っております。 

それと、先ほど石北線の関係、網走まで北見までの鉄道輸送がずいぶん下がってきてい

ると。あのところは、高速が出来ていない唯一の路線ではないかという立場で、あの資料

にはそのことは書かれておりませんでしたけれども、そういう要素があるということでご

理解をいただきたいと思います。 

年次のことでいえば、冬季オリンピックまたは空港の民営化のこともありますけれども、

今北海道では札幌市が中心となって冬季オリンピックに手を挙げている。そこのところを、

国家プロジェクトとして、意識をすることをしていかなければならないのではないかとそ

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。 

 

（小山委員） 

大変良いご意見をたくさんいただきましたので、今、先に中木委員からも言っていただ
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きましたとおり、私どもとして先ほどのご説明にもありましたが、秋口に私ども単独で維

持する路線と維持することが厳しい路線ということで公表させていただいたのち、今、山

下委員からもありましたけれども、できれば個別の協議会の場を設置していただいて今日

いただいたような情報開示を含めて、おそらく米沢委員からも言われましたけれども、皆

さんに肌感覚でご理解いただけるようなものを、それぞれの線区について、お示ししない

となかなかご理解いただけないものかと思いますので、そういったことも含めて皆さんか

らいただいたご意見を参考にやって参りたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

（石井会長） 

最初の話として JR 北海道の経営改革に関わる話を申し上げましたが、一つの柱としてそ

のことは言うまでもないのですけれども、この会議全体ではやっぱり公共交通的な相互の

役割分担をどう考えるかというようなことが前提として非常に大きい。米沢委員もおっし

ゃりましたけれども、コスト面というか、むしろ需要面といいますか、需要供給の変化、

ある程度中長期的というよりも、まず短期の変化の見通し。ここまではやっぱりしっかり

議論して、それなりのモードということで、例えば LCCのようなものの要素、もしくはバ

スなんかはいくつかの路線では典型的に鉄道をくってしまっている現実があると思います。

やはりその現実をきちっと受け止めた、ある種の役割分担のあり方というものについては

この会議である程度、個別にどうこうまでは書かないにしてもきちんと議論していく必要

があるだろうというように感じました。 

それと、高向参与がむしろ今の話をどうするかということをおっしゃったのですけれど

も、私にはやはり、目標は 2030年ということでもちろんいいと思いますけれども、当然短

期と中長期でやるべきこと、これを上手にこれから整理していく過程ではきちんとやって

いかなければならないことはきちんと認識しなくてはいけないことと感じました。以上に

なります。 

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございました。それでは大体締めの時間が近づいてきましたので、ひ

ととおり座長として今日の議論を総括したいと思います。活発な意見交換ありがとうござ

いました。 

ようやく具体的な方向性を次にどうして、何を議論していけばいいのか、何を出せばい

いのかというところが今日は意見として出されたかなというように思います。 

最初にたたき台の話を出しましたけど、高向参与が失望したと、そこまでおっしゃらず

に、せめて私が60歳になったときの2030年のビジョンは考えたいなと思ったところです。 

ただ、例えば赤字だから廃止といった行き当たりばったりの議論ではなく、やっぱりビ

ジョンというものがあるべきではないのかというのがこの趣旨でした。ただおっしゃると
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おりで、今やらなきゃいけないことが別にあって、それは本当にスピード感をもってやっ

ていかなければいけない。それは米沢委員もおっしゃいましたけれど、空港民営化という

ことも考えたら 2030 年ではなくて 2020 年ではないかと。それだけ JR に限らず色々なこ

とをやっていかなくてはいけないということが今日改めて皆さんの中で、率直に言ってし

まえば JR に関するすべての路線を維持することはもう厳しいという前提が今日ここで共

有されて、その上で、この後、次に向かっていくために何をしていけばいいのかというと

ころが今日は議論出来たのかなと思います。 

その中の一例としては、例えば上下分離について、なかなか自治体で持つのは厳しいと

か、あるいは国に支援を要請するという方向性も出されました。これはおそらく先ほど小

山委員が秋口を目途にという形でおっしゃいましたが、各線区の話が出てきたときに、個

別の議論がこの場じゃないところで出てきます。けれどもその時に例えば上下分離はどう

なんだろうかという話があった時に、ここでの議論がそこの個別の議論の中にきちんと活

かして欲しいというところが、ここで議論をまとめていかなければいけないということな

のかなと位置付けております。 

もうひとつは、吉見先生からも色んなアイディアがあるのではないかと。それは JRさん

から出せないけれども北海道の交通を色々な交通手段を連携させながらということで、ア

イディア出しというようなものを皆さんで出していこうというような、これは多分この会

議でまとめていって、次期の北海道総合交通ネットワークビジョンに反映させるなり、あ

るいは道として、経済界も含めて色々なところにアピールしていこうというような方針を

決めるという、２つ方向性があるのかと。 

その中のひとつに、石井先生からも出ました、貨物の話があって JR北海道をもう少し楽

にしてあげるための貨物のあり方というようなところも、これは公共交通とは直接関わる

テーマではないですけれども、付帯意見としてはそういうこともやはり考えていかなくて

はいけないというのが今日は取りまとめされたのかなと思います。 

ということでスピード感をもってやらなければならないというのは非常に大事な話で、

ではこの公共交通検討会議で次回以降に、どういう形になっていくのかというのは、多分

具体的なアイディア出しと、あとは個別な議論の時にこういうことを考えてほしいという、

そのとっかかりは方向性も含めて、皆さんに合意いただけたかと思いますので、この次に

具体的な話をどこまで出せるかというところになってくのかと思います。 

ということでだいたいそういう形でまとめさせていただきたいと思いますが、特に今日

マスコミさんがいらっしゃいますのであえて言いますけど、鉄道貨物だけを悪者にするよ

うな報道だけは止めてください。JR貨物が北海道の経営を逼迫、圧迫しているとかと書か

れると、それは論点が違いますので、誤解なきようにお願いしたいと思います。 

以上、このような形でまとめさせていただきたいと思います。本日の意見交換ありがと

うございました。それでは、最後その他ですけれども、今後のスケジュールについて事務

局からご説明お願いいたします。 
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（千葉課長） 

今後のスケジュールでございますが、ただ今、岸座長の方からまとめのお話がありまし

たとおり、本日皆様からの様々なご意見、内容を整理させていただきました。今後、座長

とあらためて相談させていただきながら、次回の会議の日程・内容を整理したいと考えて

おりまして、宜しくお願いいたします。 

 

（岸座長） 

はい、それでは全体として最後に皆様から何かございますか。よろしいでしょうか。 

それでは時間が参りましたので、本日はこのへんで議論を締めたいと思います。 

ありがとうございました。最後、事務局員にお返しいたします。 

 

（黒田局長） 

長時間に渡り、ご議論をありがとうございました。次回の日程については、あらためて

ご照会させていただきます、よろしくお願いいたします。 

以上で検討会議を終了します。ありがとうございました。 


