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第２回地域公共交通検討会議議事録 

日時：平成28年 1月 29日（金）14:45～16:50 

場所：京王プラザホテル札幌 ２階 雅の間     

 

（黒田局長）  

定刻になりましたので、ただ今より地域公共交通検討会議の第２回会合を開催いたします。開催

に当たりまして、高橋知事よりご挨拶を申し上げます。 

 

（高橋知事） 

 高橋でございます。本日は大変お忙しい中、各委員の皆様方におかれましては、第２回目となり

ます、地域公共交通検討会議にご出席をいただきまして、本当にありがとうございます。 

前回第１回目の会合におきましては、交通事業者や団体の委員の皆様方から、地域交通の現状や

課題などについてお話をいただきますとともに、本道の交通を取り巻く環境が大きく変化していく

中、交通機関相互の連携や補完が重要であるという点、さらには、交流人口の拡大を通じて、公共

交通の利用拡大を図ることなど、様々な観点からご意見をいただき、重ねて感謝を申し上げる次第

であります。 

目の前３月26日には、いよいよ北海道新幹線が道南の地まで来ることになっております。ただ、

これはゴールではなく、この新幹線を活用した地域づくり、あるいは、交通ネットワークづくり、

地域の活性化、そういう議論につなげていく。まさにこの会議におきましては、新幹線が来ること

などを前提として、人口減少が厳しい道内各地域が、バランスのある発展で地域活性化を期してい

く観点から、地域の交通ネットワークをどのように補完的、あるいは連携して考えていくのか、そ

ういった点について皆様方のご意見をいただきながら、５年、10年、20年後の北海道における交通

状況といったものを皆様方とともに考えていきたいと思っているところでございます。 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

 ありがとうございます。なお、高橋知事は、公務の都合によりまして、16時頃に退席させていた

だく予定でございますのでよろしくお願いいたします。 

本日の出席者はお手元に配布のとおりでございますが、前回欠席をされました委員・参与の方が

３名ご出席をされておりますので、ご紹介させていただきます。 

まず、浜頓別町長の菅原信男委員でございます。 

 

（菅原委員） 

 菅原です。どうぞよろしくお願いします。 

 

（黒田局長） 

 今金町長の外崎秀人委員でございます。 

 

（外崎委員） 

 外崎です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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（黒田局長）  

参与の北海道経済連合会会長の大内全様でございます。 

 

（大内参与） 

 大内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

 また、参与の皆様方のうち、北海道開発局長の代理としまして、開発監理部次長の難波江様、NEXCO

東日本北海道支社長の代理といたしまして、総合企画部長の三角様に、それぞれ出席をいただいて

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、帯広市長の米沢委員につきましては、本日、ご欠席となってございます。 

続いて、お手元に配付しております資料を確認させていただきます。 

まず、議事次第、構成員名簿、配席図。資料といたしまして、資料１、資料２－１、２－２、２

－３、２－４、資料３、資料４と配付をさせていただいております。 

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） 

 座長を勤めております北海道大学の岸です。前回同様、活発な意見交換をしていきたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、まず、議事の１番目「第１回検討会議における主な意見」について、事務局からご説

明をお願いします。 

 

（千葉課長） 

 交通企画課の千葉と申します。よろしくお願いします。資料１によりまして、第１回会議におけ

る主な意見について説明させていただきます。 

資料１をご覧ください。前回の会議では、交通事業者及び団体の委員の方から、道内の公共交通

の現状や取組状況などについてご説明をいただき、その上で、道内の地域公共交通網を巡る課題は

何か、また、将来の地域公共交通網に影響を与える要因は何かといった２つの論点でご議論いただ

いところです。いただいたご意見につきまして、岸座長とも相談の上、資料のとおり、大きく４つ

の観点に分けて、主な意見として整理しております。 

まず１点目でございますが、「公共交通に関する情報共有」という観点から、JR 北海道の現状に

ついて、道民全体で問題意識を共有するためには、全路線の収支や過去との比較など、一層の情報

開示が必要である。また、生活路線バスや都市間バスでは状況が異なるので、バスに関する様々な

情報も提示していただき、適切な議論をしていきたい。などといったご意見をいただきました。 

次に、２点目といたしまして、「交通機関相互の連携・補完」という観点から、鉄道交通と道路交

通を一体的に考えていくことが必要であり、JR北海道が路線を廃止するのであれば、代替バス路線

を用意することが必要である。また、これからは、交通機関同士が競争するだけではなく、共存の

状態も考えていくことが必要であり、ネットワークとしてのつながりを重視すべきなどといった、

ご意見をいただきました。 

次に、３点目といたしまして、「地域公共交通の維持・活性化に向けた地域の議論・取組」という

観点から、鉄道路線の存廃は、鉄道事業者の経営状況の善し悪しと切り離して議論すべき問題であ

り、地域として鉄道路線の必要性を改めて整理するとともに、存続の方法等についても、併せて議
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論していくことが重要であるなどといったご意見をいただきました。 

２ページ目をご覧ください。最後に４点目になります。検討会議における「課題認識や今後の議

論の進め方等」といたしまして、地方において人口減少傾向が強まっている中では、その影響をし

っかりと受け止めて、公共交通をどのように維持するかを本格的に議論していくことが必要といっ

た公共交通の利用者の減少への対応についてのご意見のほか、人やモノの数だけではなく、質の議

論も必要。サービスの向上が公共交通事業者の経営改善に寄与すると考える。さらには、新幹線開

業やLCCの就航、高規格幹線道路網の充実といった道内交通ネットワークにとってのプラスの影響

をどのように地域に及ぼしていくかという視点も入れながら議論を進めることが必要であり、交流

人口の拡大に向けた積極的な取組についても議論が必要であるといったご意見をいただいたところ

です。 

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。只今のご説明について、ご質問ご意見等ございますか。 

無ければ私からひと言申し上げます。前回の私の総括の中で、地域内交通については自治体の中

で公共交通に関する取組などを進めているので、これからは、例えばJRを使って隣町の病院に通う、

通学するという意味で「地域間」交通を議論していこうと言うべきところ、「都市間」交通と発言し

てしまいました。都市間交通とは、例えば、航空や特急列車、高速道路といったものが範疇になり

ますので、誤解を与える表現だったと思っています。議事録は訂正させていただいたのですが、前

回の発言については、「地域間」を意味した発言とご理解いただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

それでは続いて議事の２番目に移りたいと思います。２番目は「地域公共交通に関する地域の取

組・課題等」ということで、前回の会議では、事業者あるいは団体の皆様から、北海道の交通の現

況についてご説明いただきましたけれども、本日は、日頃、住民の方々の移動手段の確保にご苦労

されている自治体の委員の皆さんから、地域交通の確保に向けた取組や課題、ご意見などについて、

ご発言いただきたいと思います。 

なお、質疑については、後ほどの意見交換の中で一括してお願いしたいと思います。それでは始

めに、浜頓別町長の菅原委員お願いいたします。 

 

 

（菅原委員） 

 はい。私どもの地域に関して、資料２－１として用意させていただいております。 

JR天北線が平成元年に廃止になり、それ以降は代替バスということで、バス事業者と沿線市町村

で協議会を設置して運行しています。私ども浜頓別町は、その協議会の会長と事務局を担っている

立場でございます。 

バスの運行区間ですけれども、JR宗谷線音威子府から、最北の稚内市まで、沿線５市町村、上川

管内と宗谷管内に跨がる地域であって、距離は170キロに及ぶ、長大路線でございます。バスの利

用者ですけれども、沿線市町村の人口減少、少子化により、運行開始時には年間37万人ほどの利用

がありましたが、平成25年度は15万人まで減少しております。特に大きい原因は、高校生が減っ

たことです。沿線には稚内市の他に浜頓別町、そして隣の中頓別町に高校がございました。ここに

浜頓別町の両隣、猿払村と中頓別町から、３町村からそれぞれ通う生徒が多かったのですけれども、

すでに中頓別高校が廃校になっております。そして私どもの浜頓別高校も、以前は１学年３間口だ
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ったものが、今は２間口まで減っています。多いときには、猿払村から浜頓別高校に通学する生徒

が大型バス２台連車で通ったものですけれども、今は中型１台でも寂しい状況です。そういう規模

に減ってきているのが実態です。 

一方で、JR廃止時に各市町村に交付された転換交付金、これは交付された配分率とバス運営で負

担する負担率は、同じ割合ですから、基本的には各市町村の基金は同じ割合で減っていくのが通常

でありますけれども、一部に既に底をついたところがあるという状況もございます。運行開始時か

ら、空気を運んでいるのかという指摘もあるバスですけれども、私どもこれを切れ目なく、ダイヤ

の見直しや車両の中型化といった効率化を図ってきております。その中でも、平成23年と記憶して

おりますが、鉄道の廃止代替バスは、線路沿いを走るものでありますが、稚内の主要観光地である

宗谷岬を経由するルートに変えるといったことも行っております。若干効果はあるものの焼け石に

水といった状態であります。 

そういう状況の中で、この170キロに及ぶバス路線ですが、公共交通を将来にわたってしっかり

と維持していかなければなりません。そのあり方を検討しようということで、学識経験者、関係機

関、住民の代表等々による公共交通会議を設置し、平成25年度と26年度２年間で、天北地域生活

交通ネットワーク維持計画を策定しました。この２年間の検討では、関係する５市町村で地域事情

や課題が違いますので、この会議の事務局に、北海道から職員を２年間派遣していただき、取り組

んでまいりました。 

こうしてでき上がったネットワーク計画の柱は、170キロの路線を２分割し、音威子府でJRにつ

なげる運行とすること、また、車両を小型化し、関係町村のデマンド運行にすることであり、この

組み合わせを内容としています。このネットワーク計画に基づいて、今年10月の再編実施を目標に

して、平成27年度、まさに今、北海道から職員を派遣していただき、その協力をいただいて、取組

を進めているところでございます。 

この２年間のネットワーク計画ですけれども、それぞれの地域の事情や課題が違います。地域の

足、あるいは都市部へのアクセス、あるいは高校生の通学、そういった複合的な意味を持つバス路

線でありますので、計画の中では、バス路線とデマンド運行。これが重複する路線があるネットワ

ーク計画であります。再編実施に向けた現段階での検討の中では、将来的にはバス路線の負担とい

うのは大きく下がりません。一方デマンド運行の経費も、２年間で策定した計画から大きく膨らむ

というような、内容的には大変厳しい状況になっており、今大変大事な協議の時期になっておりま

す。私としては、この再編実施に向けた協議が順調に進み、そして予定どおりにスタートさせるこ

とができたとしても、これはそう遠くない時期に、バスとデマンドの重複の解消をしていかなけれ

ば、町の負担はむしろ大きいし、それが続くということで、将来にわたって維持していくことは難

しい課題だと思っております。 

特に、この170キロの路線は一つの管内に留まりません。そしてまた、JR宗谷本線に接続するの

は、１番北の稚内と、１番南の音威子府です。そういう事情を抱えていて、運営自体も、そしてま

た検討自体も非常に難しい要素がございます。実はこの２年間のネットワーク計画の策定の中で、

都市との関係、JRとのアクセスについて、音威子府ではなく、名寄まで延長して運行してはどうか

と。そうすることで利用も多くなるのではないかという議論がありました。私どもの地域は、隣町

も含めて、名寄に通院する人が少なくない。それから名寄のJR駅まで行くと、商業施設なども少し

多いということで、もう少し利用増につながるのではないかということで、実証運行を行いました。

しかし残念ながら、利用がほとんどないという結果になっております。 

せっかくの機会ですから、JR の関係についても少し思いを申し上げたいと思うのですけれども、

鉄道は大量輸送に適しており、少ない輸送は得意ではないです。このことは私も理解しているつも
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りでございます。 

私どもの地域は、昭和60年に浜頓別町と隣の枝幸町を結ぶ興浜北線が廃止されました。そして平

成元年に、この長大路線の天北線が廃止され、そのことによって我が町、地域の疲弊が一気に進ん

だというのも事実であります。 

今 JRの運行縮小の方針が示されておりますが、既に鉄道が廃止された私どもとしても、札幌方面

に向かうにはJRに接続します。そういう意味で廃止された私どもの地域としても少なからず影響が

あります。こういうことは申し上げておきたいと思っております。 

それから今ひとつは、JRの駅舎とホームの跨線橋の関係であります。音威子府駅の話です。ただ

これは音威子府だけではないと思います。音威子府の跨線橋は、ホームの屋根に跨線橋の屋根がつ

ながっていません。また、階段が両方にありますけれども、片方は下の段まで壁も屋根もつながっ

ておらず、途中で切れていますので雪が入り込みます。そういう構造であります。音威子府の駅の

エレベーター化は無理だと思いますが、例えば名寄などの拠点ごとに、エレベーター化等ができれ

ば、高齢化が進んでいる中で、良い状況になるのではないか。そしてそこにまた、バスを接続させ

るという検討も可能になってくるのではないかと実は思っております。 

運輸局の旭川支局に、音威子府駅の乗り場、１番ホームに急行の乗り場を変更できないかという

要請をしたことがございます。なかなか列車が全部ホームにつながらないといいますか、ホームが

短いですから外れるということで難しいという返事がございました。 

さらに申し上げるとすれば、例えば１日に数便しかない駅は、線路を踏み切りのように渡らせて

はどうか。私の記憶では本州のローカル線ではこれに近いことが実際にあったと認識しております。 

高齢化もまだまだ進みます。そんな中で、特にJRの関係で言いますとやっぱり交通弱者に目を向

けて欲しいです。そして他の輸送機関と連携して、高齢者に優しい輸送システムを、全体として考

えていく必要があります。このように思っております。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、今金町長の外崎委員お願いいたします。 

 

（外崎委員） 

 はい、今金町長の外崎と申します。今、菅原町長から言われたような経過は今金町も同様であり

ます。私も実は交通に関する業務に関わったことがあります。そのことから今金町を取り巻く、ま

た周辺を含めた大きな課題を抱えてきたわけであります。 

前回の石井会長の発言、加えて知事からもご発言がありましたけれども、私どもは総合行政であ

りますから、総合的にどう考えていくかということから考えますと、この交通につきましても、や

はり総合的視点で、ネットワーク化をどう図るかということに尽きるのではないかと思っていまし

た。 

今金町も瀬棚線が廃止になりました。不採算であったわけでありますが、それを新たな路線バス

に切り替えて来たものの、乗車率が非常に低く、その路線バスの存続も危機に瀕しています。これ

は今金町、せたな町、長万部町にとって最大の課題であるわけでありまして、なんとか存続するた

めにということが、私どもの大きな課題になっていました。加えて、町内での移動をどうするかと

いうことを兼ね合わせた考え方を持っていなくてはいけないのだなと考えていました。 

まずは広い意味で考えますと、その利用を高めるためにどうするかと言いましたら、長万部で鉄

道につながるわけでありますから、鉄道とバスの接続を上手くすることによって利便性の向上が図

られます。そういう考えに基づく動きをいたしまして、何とかバスと鉄道の上手なアクセスができ
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る形になりました。少しはこういう環境が整ってきてるわけでありますけれども、なかなかそうは

言っても上手に機能していかない状況もあります。そこで今までの様々な視点を含めて、これは最

近どこの町もそうでありますけれども、様々な福祉バス、患者バスといったものが様々ありますけ

れども、これらをトータルで考えていこうということに取り組みました。スクールバスの混乗も含

めて練り直していきたいと思っていました。ただ、その根本にあるのは、あくまでも生活路線バス

の利用をどう高めていくかということ、これが町として大きなテーマでありますから、町内全域に

わたってサービスを高めてしまいますと、その肝心要の幹線バスの乗車率がさらに低くなるわけで

ありますので、その地域を外しながら、まずやっていこうということです。 

小さく括ると12くらいの地域に分けました。資料にありますように、２地区５自治会で既に運行

しているわけであります。今年も実証運行を９月に行い、２月にも行うわけでありますけれども、

来年に向けて２地区において実証を行います。半分くらいの地域がここで網羅されるわけでありま

すけれども、残りの地域は幹線バスがありますので、その乗車率をどうするかということでは、第

１段階として、高齢者の方々にバスの半額パスを発行して、バスを利用していただくことを奨励し

ているわけであります。そういう動きを今日まで進めているわけでありますが、何よりもこの事業

の良さは、民間の事業者がおりますので、民間の事業者にお願いを申し上げまして、この運行につ

いて手をかけていただき、そのために不足するユニバーサルデザインのタクシー、普通車の車椅子

も載せられる車を計画的に３台導入しながら、少しでも利用度を高めようということで取り組んで

おります。非常に効果が高まっておりまして、当然のごとく、幹線バスとのアクセスができる利用

形態ができてきました。 

２つ目は地区と市街地間の移動手段が充実されてきています。加えて何よりも、玄関から玄関で

ありますから、こんなに機能性の高まることはないのです。このこともプラス要件で非常に利用が

高まって、良い状況になっています。これにより社会参加も促されます。地域から町への様々な動

きが加速されますので、例えば皆で温泉に行こうということで、地域から来られる方々もあります。

行政サービスが高まっているという言い方もできるわけであります。 

そしてもう１つは、高齢者の交通事故の減少です。こういうものにも少しは影響してると言えま

す。「町長、今は自分の車で何とか動けるけれども、この制度だけは作って欲しいな、そのうち使う

ので。」という声もお聞きします。タイミングがありますので、今はこの制度を利用しないけれども、

いずれ利用することになるので、何とか残してくれっていうことです。行政と住民の話し合いを進

めながら、どんどん実証実験を進めながら、取り組んでおります。 

先ほど、菅原町長からお話がありましたように、この事業に、道から行政職員を派遣していただ

きまして、この事業の窓口になっていただいて、本当に一生懸命に、制度構築していただいていま

す。住民に対するきちっとした説明をしていただいて、住民のイメージも非常に高まっております。

また、実証実験で一緒にバスに乗っていただいたりしながら、今成果をあげつつあるわけでありま

す。 

ただ、課題としては、これどこまで伸ばせるかという大きな課題にぶつかります。残りの地域に

ついては、従前から行っている患者バスというものがあるのですけれども、これは、ある地区は１

週間に２回しか行かないのですけれども、他の地区の予約タクシー、予約バスになりましたのでな

くなりますから、そちらの方の密度が高まります。１週間に２つのところが３回くらい出るという

形になりますので、そういうサービスを強化しながら、地域内の交通路線と幹線へのアクセスを上

手にしてくるということを考えていきたいと思っておりました。 

今金町の地域形態では長万部が交通の基点になるわけでありますけれども、函館空港と新千歳空

港が同じような距離なのです。昨日まで東京にいましたが、今回は新千歳空港を使いまして、昨日、
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新千歳空港から札幌に入りました。今日の帰りはJRで帰りますけれども。普段は函館の経済圏です

ので、函館を使います。この使い分けを上手にしながら、我々地域小さい自治体において、そうい

ったアクセスを上手に高めるための努力をしていかなければならないと思っていました。 

今日非常に嬉しいニュースがありました。今日の新聞に出ておりましたが、参議院の本議会の代

表質問で、生活経済を支える幹線交通網であるJRへの支援について答弁がありました。以前から私

は九州新幹線に対する国の支援が終わったのだから、何とか北海道の方にという動きを色んな先生

方にお願いしてきた経過があるわけであります。今回約1,200億の支援について、安倍首相が答弁

されたということを聞きまして、非常に嬉しく思うわけであります。何とかそういうことを起爆剤

にしながら、より一層、鉄道の機能を高めていただくことを切にお願い申し上げます。 

今回の会議のテーマはあくまでも人であるわけでありますけれども、今金町の主要産業は農業で

ありますが、議論の片隅の方に貨物も置いていただきたいと思っています。鉄道貨物は北海道にと

って大変大きな経済効果があるものだと思っていますので、そちらに向けた動きも併せ持っての総

合的な交通体系について、ぜひ皆さん大きな声を出し合って、高めていくことを切にお願いを申し

あげまして私からの発表とさせていただきます。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。続きまして大空町長の山下委員お願いいたします。 

 

（山下委員） 

 はい。大空町長の山下でございます。お手元の資料に沿ってお話を申し上げたいと思います。私

どもの町の状況や交通の体系については第１回目の会議であらかた概要などについて申し上げまし

たけれども、もう少し補足をさせていただきたいと思います。 

資料の２枚目になります。大空町の取組とありまして、福祉・外出支援タクシー券の交付につい

てです。これは高齢者の足を確保するということから地域のタクシー事業者の方々にお願いして、

色々な町の助成を組み合わせながら実施しています。さらに子供たちの足を確保するためのスクー

ルバスですが、大空町は合併した町でありますけれども、小学校２校、中学校２校がございまして、

スクールバスを以前から走らせております。そこにあわせて一般の方々の混乗も可能としながら地

域の足を確保しているという状況にあります。また、市街地に診療所がありますのでその市街地の

診療所に通う患者の方々の輸送バスというものも走らせております。その下２つ、生活路線バスの

運行と鉄道駅、図書館の併設とありますけれども、これは町内というよりは地域の圏域の中での移

動手段ということになろうかと思います。私どもの町は人口が7,000人単位の町でありますけれど

も、昼間の人口移動が非常に大きくて1,000人を超える方々が町内から町外へ、町外から町内へと

移動している状況であります。そういった方々は通学、通勤、通院といった移動の中で当然自家用

車も使いますけれども、JRや路線バスを使っております。私どもの町の距離感を申しますと、人口

２万人の隣町の美幌町へ15キロ、さらに人口10万人の北見市まで35キロ、人口４万人の網走市ま

で20キロということで、この間は国道39号とJR石北線がございまして、色々な交通手段で移動し

ています。そんな中で町は生活路線バスの補助をしたり、駅舎の魅力アップということで図書館を

駅舎と併設し、駅そのものの魅力アップにも取組んでいます。しかし、人口減少社会の中では、地

域の方々だけを対象とした交通網ということでは、利用者の数は減っている現状にあります。 

資料３ページ目には観光や物流、それから冬季間の安全対策そういったことも含めて、交流人口

を取り込んで、地域の交通の利用者の数の底上げを図っていかなければならないのではないか。私

どもの地域はまだ高速道路網が十分整備されておりません。つながっていないという現状がありま
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す。また、新千歳空港から女満別空港までの便が現在７便飛んでおりますけれども、小型化の中で

大きな輸送能力にはなっていないという状況などもあるところでございます。そんな中で４ページ

には女満別空港の利用状況などを書いておりますけれども、オープン以降、機材の小型化や減便と

いうこともありまして、利用客数が減ってきている状況にあります。やっとここ何年か、観光事業

の持ち直しの中で少しずつ増えてきています。こういった方々を航空路線はもちろんでありますけ

れども、地域の２次交通も踏まえて取り込んでいく。それが交通網をしっかりと構築していく大き

な課題になるのではないかと思っております。 

５ページに私どもの町としての考え方、色々な交通手段の課題と言いましょうか、将来こんな方

策があるのではないかと考えたものを整理しております。まず地域のタクシーでありますけれども、

高齢社会がどんどんと進む中にあって自家用車を運転しない方が増えてきている。また公共交通網

そのものの路線が十分でない中にあっては、将来とも高齢社会を支える上でタクシーの需要という

ものは減ることはないのではないかということです。今まではどちらかというとタクシーに乗ると

いうのは何か贅沢だというイメージがあったように思いますけれども、近年そんなことは言ってい

られないなと。行政も支援をしながらそういう自分の行きたい時に行きたい時間帯に行きたい場所

へ行けるという特性を活かして、私どものような地域であっても必要性が増してきていると思って

おります。またバスでありますけれども、今は都市間バスというものもずいぶんと走っております

けれども、先の長野のスキーバス事故でもありますように、本当に遠距離を走るというのはどうな

のかという議論も出てくるのではないかとそんな不安も抱いております。ただ、鉄道や空路と比較

してバスの自由度は非常に高いですし、先ほど言いました私どものような医療圏域、経済圏域の中

の移動、また地域内の周遊ということに対しては非常に強みを持っているのがバスではないかと思

っておりますので、そういったものは観光の分野でありまた生活の分野として今後も必要になって

くるだろうと思っております。 

次に鉄道でありますけれども、私が今まで抱いておりました感じとして、鉄道は定時性、雪にも

強い安全性があります。そして、様々なサービスのある鉄道そのものの魅力ということがあるので

はないかと思っておりましたけれども、最近は移動の魅力というものが正直言って欠けてきている

ように思います。石北線まで走る特急オホーツクでは、今は車内販売もなくなってしまって地域の

方の言葉を借りると、何のためにグリーン車に乗るのかわからないというような話も出てきている

ところであります。また、先日オホーツク海側の吹雪がありましたけれども、３日間にわたり上川

から網走までの石北本線が止まりました。実際に吹雪いたのは２日間でありますけども、１日は除

雪のために動かないという状況にありました。しかしそんな中にあっても国道は通行止めになって

おりませんでしたし、３日目の夕方からは飛行機も飛んでいました。そういう状況にも関わらず、

JR北海道さんの対応は非常に遅かったと思います。吹雪いている２日間、全く除雪もしていなかっ

たのではないかと。大量にたまった雪を除雪をするために結果的に１日かかったと。安全性を考え

て運休にするのは理解できるのですけれども、常に除雪をしながら復旧に向けていますという体制、

そういうことで定時性や安全性が確保されるのではないか私は思っております。さらに北海道とい

う観光の魅力の中を走る、背骨を走るJR北海道さんの移動の魅力というのは金銭に代え難いものが

あるのではないかと思っております。同じ値段で早く、同じ値段で大量にというところもあります

けども、お金を出してでもゆっくりと道内を周遊するという魅力というものがあるのではないかと

思います。JR九州などは非常に豪華な観光列車も運行しており、非常に大きな金額をお一人お一人

が出しているのではないかと思っておりますのでそういう取組を、今すぐではなくても将来的な構

想として持っていく。そして北海道の中を周遊できる。そういう体系を維持していただきたいと思

います。今のJR北海道さんは、路線ごとに列車を走らせているのがほとんどではないかと思いまし
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て、それを周遊させる、１周させるというような発想はほとんどないのではないかなと思います。

目的地から目的地に行くということだけではなくて、全体を回らせるというような発想の中で先ほ

どいった交流人口の方々の受け皿となるという考え方というのが必要ではないかと思っております。

また、空港の関係についてはもちろん短時間移動、長距離をあっという間に移動させるということ

で必要ですし、私どもの地域は道南道央のように新幹線の恩恵、その効果というものが及ぶことは

なかなか難しい中にあっては、やはり飛行機、航空路線というものが大きな交流人口の受け皿と思

っております。また、レンタカーなどについても資料に書いておりますが、こういった中でそれぞ

れにアクセスするということが必要で、これは各交通事業者間のアクセスもありますけれども、事

業者と私ども行政というところの連携というとものも必要になってくるのではないかと思います。

前回お話しましてが、女満別空港の400メートル先に西女満別駅があります。今日の資料を見ると

１日10人以下の乗降客とのことです。しかし、女満別空港と接続することによってその魅力は高ま

るのではないか。過去にJR北海道さんが構想として試験運行などもされておりましたDMVなどを活

用して空港と駅を結びつけるという、そういう連携のあり方なども今後課題になってくるのではな

いかと考えているところでございます。そういったものがこの会議の中で一つ一つ方向性として出

されていけばありがたいと思っているところでございます。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。続いて本日ご欠席ですけれども、帯広市長米沢委員から資料とメッセ

ージをお預かりしておりますので、事務局からご紹介をお願いいたします。 

 

（千葉課長） 

 米沢委員から、帯広市の取組状況の資料と検討会議の論点などに関しご意見をいただいておりま

すのでご紹介させていただきます。資料の２－４をご覧ください。はじめに帯広市の取組について、

資料を開いていただきまして中面の右上をご覧ください。帯広市では路線バスの利用者が減る中、

平成 13 年度に市やバス事業者市民などによる検討会におきまして帯広市バス交通活性化基本計画

を策定し、平成14年以降は計画に基づき、新しい交通システムの需要調査、乗合タクシーの実証運

行、バス路線の再編の検討など各種取組を進めてきました。また平成20年には、帯広市地域公共交

通総合連携計画を策定し、資料の中段にありますが、新規路線の実証運行やバスマップの作成、出

前講座の開催など利用促進に向け様々な取組を実施してきたところでございます。また資料の左側

中段にありますが、バス事業者におかれても住民への個別訪問による情報提供、目的地別の路線図

の作成など積極的な取組を展開してきました。資料を裏返していただきまして、左側の上段に路線

バス利用者数の推移のグラフがありますが、こうした取組の結果、減少が続いていたバスの利用者

が平成21年には増加に転じています。帯広市のこうした官民連携の取組は高い評価を得ておりまし

て、昨年７月には推進母体である帯広市地域公共交通活性化協議会が国土交通大臣表彰を受賞して

います。 

次に、A4縦の「帯広市提出資料２」をご覧ください。帯広市の現在の取り組みです。市では、持

続可能な公共交通網の形成に向けまして「地域公共交通網形成計画」の策定を進めておりまして、

現在の検討状況としましては資料の上段の枠内のとおり、調査を通じて収支の改善や人口減少、高

齢化、コンパクトシティへの転換など７点を現状課題として分析し、これらを踏まえ、その下段に

なりますが、①利用実態やニーズを踏まえた効率的な路線の再編、②利用者ニーズに対応したダイ

ヤの改正、③情報提供の充実、以上３点を今後の取組の方向性として整理し、来年度の計画策定に

向け検討を進めているところです。以上、帯広市の取組をご説明しました。 
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続きまして、検討会議の今後の論点などについてご意見をいただいておりますのでご紹介します。

はじめに、地域公共交通の維持、確保に関する問題点といたしまして、ひとつはJR北海津の業績不

振について道民の理解を促す必要があるということです。JR 北海道の輸送人員は、昭和 62 年の民

営化以降微増しており、新幹線開業の盛り上がりや、JRタワーなど商業施設の活況から、道民はJR

北海道の業績がひっ迫しているとは捉えていません。そのような中で、見える形での利用促進に取

り組まずに、不採算路線を廃止することには、地域の抵抗が相当あると考えます。また、２点目と

いたしまして帯広市や各自治体では、地域の公共交通の維持、確保に向け様々な取組を行っており、

同様に道や各交通機関は、地域間を結ぶ幹線の維持、確保に向けた取組を実施していると思います

が、道民へのアピールが必要ではないかということです。 

次に検討会議の議論で必要な論点、視点といたしまして、ひとつは、検討会議では道内の都市間

の公共交通を中心に議論していくべきと考えます。また２点目といたしまして、仮に鉄路が廃止さ

れる場合は単純にバスへ転換するのではなく、定時性やスピードといった鉄道の優位性を引き継ぐ

形で検討していくべきであり、そのためには、例えば、帯広～札幌間や旭川～札幌間などで、鉄道

や高速バスの利用者に聞き取り調査等を行う必要があるのではないかということです。 

最後に、今後の地域公共交通に関する意見、提言といたしまして、少子高齢化、人口減少が進み

地域公共交通が果たす役割は一層大きくなっており、JR北海道が駅や路線の見直しを行う場合には

地域経済界や住民の意見を十分踏まえ慎重に対応していただきたい。その一方で、ただ見直しに反

対という姿勢では議論は進まないので、バス、空路、二次交通を含めたトータルで地域公共交通を

考えていくことが必要であり、仮に駅舎や路線を見直す場合についても、プラスの面があるはずで

あるし、またどのようにしてプラスの面を増やしていくかを議論していかなければなりません。 

以上、米沢委員からいただいた意見でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。続いて議事の３番の交通事業者団体委員からの情報提供に入りたいと

思います。前回の会議の議論を踏まえて、JR北海道の小山委員から資料のご説明をお願いいたしま

す。 

 

 

（小山委員） 

 JR北海道の小山でございます。冒頭、知事からお話がありましたとおり、３月26日の新幹線開

業まであと２カ月を切りました。昨日からは試乗会を開催させていただいております。私ども万全

の体制で無事新幹線開業を迎えたいと考えておりますので今後ともぜひ皆さまのご支援ご指導のほ

どよろしくお願いします。それでは私の方から今日提出させていただいた資料についてお話をさせ

ていただきます。 

前回の会議で皆さまから、もう少しJR北海道の現状が分かる資料を出してほしいというご要請を

いただきましたことを踏まえて、本日３点ほど資料を用意しております。第１が線区別の収支状況

です。前回は500人未満のご利用の少ない線区についてお話をさせていただきましたが、今回初め

て全線区について、線区別の収支状況を取りまとめました。それを今日ご説明させていただきます。

それから２点目でございますが、極端にご利用の少ない駅の全道の分布状況をご説明をさせていた

だきます。３点目として、経過年数の進んだ土木構造物、建物の状況等についてお話をさせていた

だきます。 

それではまず資料３の１になります。平成26年度線区別の収支状況についてお話をさせていただ



11 

 

きます。まず、この全線区を公表するにあたりまして、第１回の会議で、輸送密度500人未満の線

区の収支状況をお話させていただきましたけれども、他線区の収支状況についてもぜひ情報開示し

てほしいというご意見をいただきましたことから今回初めて全線区の収支状況を分析し、公表する

ことといたしました。また、前回含めていなかった本社や支社などの管理費について、今回は全線

区を対象としたことから、一定の考えに基づき全線区に配分してございます。このため、輸送密度

500人未満の営業費用、営業損益、営業係数につきましては前回と異なっておりますのでよろしく

お願いいたします。この第１点の管理費の配分についてでございますが、全体で156億円ほどござ

いまして、全線区に費用見合いで今回配分をいたしました。前回は500人未満の線区の収支状況と

いうことで、より実態に近い直接経費のみで、管理費については配分してございませんでした。そ

れから２点目でありますが、後ほど表でご説明いたしますけれども、札幌圏について、札幌圏の函

館線、小樽・札幌・岩見沢、それから千歳線室蘭線、白石・苫小牧、札沼線、桑園・医療大学であ

りますけれども、収入では例えば札幌駅の券売機で発売した切符の多くは金額表示でございますの

で、どこをご利用になったかというのは特定できません。また費用についても多くの電車が直通で

運転しているということ、それから保守する部門も線区をまたがって管理しているといったことを

踏まえて、線区ごとに収入費用を配分することが実態に則した線区の収支状況にならないと考えま

して、札幌圏をひとまとまりとして今回お話させていただくことといたしました。 

１枚めくっていただきまして、平成26年度の線区別の収支状況は記載のとおりでございます。黒

くハッチングしましたのは前回お示しした500人未満の線区の状況です。それに加えて今回は全線

区の状況をお示ししてございます。営業損益のところで管理費を含む状況でご覧いただきたいと思

いますけれども、前回は管理費を除いておりましたので500人未満の線区で申し上げると86億円ほ

どのマイナスとなっておりますが、これに管理費を加えますと100億円を超える損失になっている

状況をご覧いただければと思います。ご覧のとおりでございますけれども、札幌圏を全部束ねたと

ころでご覧のとおり管理費も含みますと26億円以上、札幌圏においても赤字であるという状況をご

理解いただけるかと思います。また、赤字額の多い区間といたしましては、中段になりますけれど

も函館線の函館～長万部です。ここが42億円の赤字でありますし、その上の帯広～釧路で32億円

ということで、特急列車が多く走る、また貨物列車が走っている、そういう意味では輸送量の大き

な線区でありますけれども、赤字の絶対額としてはそこで大きな赤字が発生しているということも

ご覧いただけるかと思います。なお、ちょうど500人未満の所で約100億円、500人～2,000人未満

の所でこれも100億円の赤字ということで、これらを合わせますと全体の400億円の鉄道の赤字の

うちの半分がこれらの線区から発生している赤字額であるということもご覧いただけるかと思いま

す。線区の収支状況については以上でございます。 

１枚めくっていただきまして、資料３－２、極端にご利用の少ない駅です。速報ということで書

かせていただいております。速報というのはどういう意味かと申しますと、毎年私どもは、11月に

調査してございます。凡例の下に細かい字で書いてございまして大変恐縮でございますけれども、

11月に調査をした実績です。昨年の11月分まで含めて５年間の平均で表しております。まだ全て

分析が終わっておりませんので、今回は速報という形でお示しをさせていただいております。凡例

は右上にございますが、乗車人員１日平均が１名以下の時は赤マル、それから10名以下が緑で示し

ております。ご覧のとおりでございまして、やはり線区のご利用の少ないところに多く赤マル、緑

マルの駅がたくさん分布しているということをご覧いただけるかと思います。なお、この地図の中

に四角囲みで８駅ほど入ってございます。上白滝、下白滝、旧白滝、金華、それから右の方にいき

まして花咲。それから追分の方にまいりまいて、十三里、東追分。それから八雲の方にいきまして

鷲ノ巣という８駅でございますが、この駅につきましては本年３月のダイヤ改正をもって廃止を予
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定している駅でございます。なお、白マルの大きさにちょっと違いがございますが、これは分岐駅

などを大きめのマルで表記させていただいておりますのでそのようにご理解いただければと思いま

す。下に記載、枠囲みで記載をさせていただきました。当社に所在する453駅中、約３割が１日10

名以下しかご利用がない極端にご利用の少ない駅でございます。極端にご利用の少ない駅であって

も定期的に巡回、施設の維持管理を行っておりまして、特に除雪については要員の確保もできなく

なっているといったような状況もございます。これらの駅では施設の老朽化も進んでおりまして、

近い将来ホームや駅舎の抜本修繕、建て直しなどが必要になるといったことも十分考えられると思

います。本日、今後の地域交通のあり方を色々ご議論いただくための参考としてこの資料を提出を

させていただきました。 

もう１枚めくっていただいて、資料３－３でございます。経過年数の進んだ土木構造物、建物の

状況ならびに耐震補強等の必要性についてでございます。当社では、昨年３月に安全投資と修繕に

関する５年間の計画を策定いたしました。計画において、当面の５年間は優先度の高い施策を中心

に推進するということにしておりまして、当面の施策とは別に土木構造物や建物等の改修、更新や

耐震補強については中長期的に取り組む抜本的な対策として整理し、今後対応を検討していくとい

うことにしてございます。ご覧のとおりの土木構造物の状況でありますが、これらについては、鉄

道敷設当時に整備された一群、それと戦後の輸送力増強期に整備された一群によって構成されてお

りまして、殊に鉄道敷設当時に整備された経過年数が進んだ施設については抜本的な改修、更新が

必要な時期にさしかかろうと考えております。また、様々な施設の耐震補強が必要でありまして経

営上の大きな問題になっているということでございます。簡単に見てまいりますと、まず橋梁につ

いてございますが、全体の半数を超える橋梁が経年50年を超え、そのうち１割がもうすでに100

年を超えているといった状況でございます。大動脈の輸送を支える区間にも、①にございますよう

に新夕張川橋梁のように経年80年を超えたような橋梁もございますし、それから②では厚別川橋梁

ということで、現在日高線、災害復旧と今後の運営について協議をさせていただいている所にある

橋梁でございます。また、③にありますがサロベツ川の第１避溢橋梁といったような軟弱地盤の影

響を受けているような橋梁もございます。トンネルについてでありますけれども、トンネルも同様

でございまして、全体の３分の１が経年50年を超え、21トンネルは100年を超えるといったよう

な状況になってございます。④女満別のトンネル、それから⑤稚南部トンネルという夕張の方のト

ンネルをここにお示しをしてございます。それから、３点めで高架橋。これは新札幌のところの高

架橋を⑥に示してございますが、いずれにしても耐震補強に今後取り組んでいく必要がございまし

て、関係の自治体と補助金の活用等についてお願いをしてまいるというところでございます。最後

に建物についても、この老朽対策に加えて必要な耐震補強も進め、やることを考えますと、多額の

工事費を要する状況になっているということでございます。３点お示しをさせていただきました。

経営が大変厳しいという状況につきましては、前回お話をさせていただきましたが、そういった中

で各線区の収支状況が大変厳しい状況になっているということに加えて、ご覧のとおり土木構造物

等もかなり老朽化しており、今後大規模な更新投資が必要になっているといった状況にあるという

ことについてご理解を賜ればと思います。なお、今申し上げた橋梁、トンネルの中で特に100年を

超えるものは、かなりの部分がご利用の少ない線区に集中している状況にあるということもあわせ

てお知らせをしたいと思います。私の方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。これまで自治体の委員の皆様、そしてJR北海道の小山委員から資料を

もとにご説明、あるいはご意見いただきました。これを踏まえて、次に議事の４番の意見交換に移
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りたいと思います。本日の意見交換ですが、次第にありますとおり、論点は前回と同じ２点。道内

における地域公共交通網をめぐる課題は何かということと、将来の地域公共交通網に影響を与える

要因が何かということ。これに関連して今後の地域の公共交通を考える上での必要な検討すべき視

点やアイディアなどもあわせてご発言いただければと思います。それでは、まず石井会長からお願

いいたします。 

 

（石井会長） 

 では、最初に発言させていただきます。各自治体の皆さんのご発言で主にコミュニティ交通に対

する政策のご紹介をいただいたかと思いますけれども、コミュニティ交通についても非常にご苦労

されているという現状があるのではないかと考えていたのですけれども、もちろん非常に大変な状

況の中で政策的な手当てもある程度やっておられるというような部分が今日のご報告であったのか

と思っております。その意味で言うと、鉄道なり、都市間バスというものが、コミュニティから範

囲を超える乗り物だということで、政策で言うと、空白地帯になっていた部分があるのかなと思い

ます。そのことに対してJR北海道の経営自体がこれほど深刻だということがなかなか理解できてい

なかったといったこともあってのことだろうとまず感じました。JR北海道の収支をお示しいただい

たことにお礼を申し上げたいと思いますけれども、予想した以上に、札幌圏の収支も悪いというと

ころで、トータルで言うと、営業赤字が380数億ということでございましたから、鉄道の管理費を

含めた赤字が415億という数字は、想像できた数字ではありますけれども、全体のバランスで、収

益をきちんと確保できているところがほとんどないという現状を改めて見させていただいたと。 

逆に言うと、当初から分割民営化する時に経営安定基金をつけてそこをどうカバーするかという

議論があったわけですけれども、現状で言うとそれが240～250億というようなところまで運用益が

目減りしているということで、特別支援で50億円くらい追加的に支援されていたと思うのですけれ

ども、それを除いても100億円以上の恒常的な赤字があるということがこの数字の意味だろうと思

います。更に早急に投資しないと駄目だという部分の資本費増が当然更に収支を悪化させる要因に

なるし、今ご報告いただいた中長期的にもっともっと、やらなくちゃいけないという部分も、更に

加わるということだと思うので、実態的には、かなり構造的に乖離のある数字になっているという

ことが結果的に透けて見える話になっているのかなと。どういうかたちで線区を削るかということ

ももちろん必要なのかもしれませんけれども、利用者をどう増やすか、ある意味では政策支援とい

うようなものが本当にこれで良いのか、もう少し見直す必要があるのかということをきちんと議論

しなければならないということを改めて、必要性として感じた次第です。 

全体で言うと道内の交通ネットワーク、飛行機からタクシーまで含めて、距離と時間と料金とい

うところである程度、何がどういう形態に望ましい交通機関なのかということをこれからもう少し

きちんと交通整理をして、そういう前提を置きながら鉄道なら鉄道の役割がどこに特化すべきかと

いうことをきちんと認識して、全体の役割分担についてきちんと見定めていくということと、前回

も申し上げたとおり、現状では、人口減少が厳しい状況にございますけれども、インバウンドの効

果、航空ではLCCの可能性というような新しい要素も出てきていますので、そういう部分も織り込

んで、きちんと維持できる仕組みというものをさらに考えていきたいと感じました。 

 

（岸座長） 

 はい、ありがとうございました。続いて吉見委員、お願いします。 

 

（吉見委員） 
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 今日のお話を伺っておりましても、１番ここで考えなければならないのは、持続可能な地域交通

というのは一体何なのかということをキーワードとして、この先も北海道の交通、地域の交通を守

っていくためにはどういう枠組みがいるのかということを改めて考えなければいけないという共通

認識があるのだろうと思っております。まさにそういうことをやるためのこの会議だろうと思いま

す。 

先ほどJR北海道から数字の説明もございましたが、ある意味非常にショッキングな数字でござい

ます。これを考えた時に、先程石井会長からもご発言がございましたが、もともとJR三島会社と言

われている北海道、九州、四国は鉄道事業では儲かりません。鉄道事業は最初から赤字だとわかっ

ている。その上で経営安定基金があってこれで何とかそこを埋めていこうと、つまり鉄道事業の赤

字を他で埋めていこうという枠組みでスタートしています。しかしながら、石井会長からもお話が

あったように、その後の金利の低下、長らくの経済の低迷という中で、本来得られるべき利益が全

く得られない中で、苦しい経営が続いてきた。言わば、最初の国鉄民営化時の国が示した枠組みが

機能していないと言いますか、言い方を悪くすれば約束が守られていないという部分があると思い

ます。しかし、そういう意味でも大変厳しい状況にある北海道で、我々が何ができるのかというこ

とを一方では考えていかなければならない。JR 北海道がそういう非常に厳しい状況にあることを

我々は理解した上で、北海道民としてはJR北海道を支えていかなければいけないというところを、

まず道民としては確認すべきなのかな思います。 

今日も何人かの委員の方からお話がありましたが、やはり理解をしていかなければいけない。今

はどういう枠組みになっていて、JR北海道がどういう状況に置かれているのかということ。JR北海

道の経営を良くしていくためにはどうすれば良いのかと言えば、実は鉄道事業では良くならないと

いう構造がもともとあるわけです。そう考えた時には他の手段と言いましょうか、例えばJR九州の

話が出ておりましたけれども、JR九州にしても豪華列車のななつ星は赤字です。運行しても赤字な

のです。いくらたくさん料金をいただいても儲かりません。別の考え方もあってJR九州はそういう

形でやっておりますけれども、JR九州が今般上場するに至った最大の経営上の中身は、不動産事業、

ホテル業及びマンションです。もはやそういう会社になっているということです。JR北海道がそう

いう会社であるべきだと私はここでは申し上げませんけれども、基本的にはそういう財務構造に持

っていかないと成り立たない。恐らくＪＲ九州以上にそういう構造がないと成り立たない会社なの

です。ただ、そういう構造改革をするには時間がかかります。その時間がないというのが今の JR

北海道の置かれている現状ではないでしょうか。すなわち安全投資の問題などは、きわめて短期的

な資金の問題です。こういった問題が目の前にあって、会社としては何らかの早急な対策を取らね

ばならないというところに今きているということを我々は理解しなければならない面もあるという

ことであります。一方で、このように路線別の収支が出されますと、鉄道路線の存廃のことと結び

つけてしまっているのですけれども、これはこういう厳しい状況があるということをそれぞれの地

域が理解して、そして最初に申しました持続的な交通の体系をどうするかということを考えること

につなげる、議論につなげる資料にしていくというように考えるべきではないかと思います。そこ

の議論が直ちに地元の鉄道の廃止であるとか、廃止協議のようなことになるというのはまったく生

産的ではありません。やはり、持続的な交通をどう持つべきかという議論につなげていくことにし

なければならない。その時にこれは前回も申し上げたかもしれませんけれども、例えば地元の鉄道

路線が必要だという時に、なぜ必要なのかということも地元の人はきちんと考えるべきであります。

よく「地域の足として」と言われますが、足としてはもう使っていないとおっしゃる地元の方すら

いらっしゃいます。であれば、本当に足として必要になっているのかどうか。あるいは、インフラ

としての必要性というようなことが言われることもあります。すなわち、駅があるということが大
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事。これもおそらくまちとしては大変重要なポイントだと思いますし、更には、これは先程菅原委

員やあるいは他の委員もおっしゃったのではないかなと思いますけれども、鉄道がなくなったとい

うことによって何が起こるのか。よく言われることは地図からまちがなくなったというようなこと。

それによって地域の衰退が進んでしまったというお話、議論もあります。であれば、足として残せ

なくても、地図には残せないのかとか。これには色々な選択肢が本来あると思います。あるいは、

鉄道を住民の足として残せなくても観光のために残すということもあるのかもしれません。JRによ

る運行の継続とバスへの転換というのは両極端の話です。私に言わせれば。その両極端の間に、実

はたくさん選択肢が本来はあるはずで、そういう議論をそれぞれの地域に何が相応しいのかを議論

すべきではないかと考えております。 

今日の中では山下委員から、DMV はどうなったという話もありましたが、それもその中間にある

１つの選択肢だと思います。極端と言いましたけれども、鉄道とバスによる運行というのはかなり

落差がありまして、それは何よりお金の問題でもあります。コストの違いがあります。であれば、

そのコストをどうやって埋めていくのか。あるいは安く運行する方法はないのかということを考え

ねばなりません。また、色々な複雑な国の制度がこれを阻んでいる面も多々あります。であれば、

北海道の今の現状から、今の日本、大げさに言えばまさに今の少子高齢化の日本に合ったスタイル

とはどういう制度なのかということを、国に対しても北海道から発信をしていかないとなりません。

その上で、利便性を高めていくということが何より大事であります。とにかく結果として使われる

方から、利便性が高まったことによって、公共交通の方がむしろ自家用車よりも便利だと言えると

ころまでもってこなければ、今の時代、バスを含めて公共交通の持続可能性の維持というのは難し

い。短期的な問題、収支だけではなく、長期的な意味での持続可能性ということを考えるような議

論をしていかねばならないと考えるところです。私から以上でございます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。それでは知事がここでご退席されるとのことですので、お願いいたし

ます。 

 

（高橋知事） 

 ありがとうございます。ちょっと次の用務で失礼させていただきます。各町長さん方からコミュ

ニティ交通についてお話がございました。皆様がた苦労しておられるというのは本当によく理解し

ておりますし、そういった中で道職員がそれなりのサポートで役割を果たしていることも嬉しく思

いました。 

今後の議論として、例えば帯広ではバス路線の利用者が下げ止まりをしているというご報告があ

ったところでありますが、ここに何を学ぶかというのが１つあるかなと思います。もとより人口の

規模が違うとおっしゃられたらそれまででありますが、是非ここの部分をもう少し詳細に、バス、

タクシーも含めてコミュニティ交通に苦労しておられます皆さま方と私どもが情報を共有して、何

故帯広でできることが浜頓別でできないのか、天北でできないのか、そういった議論を深めていけ

ればと思います。 

それから前回ございましたインバウンドの来道者の方々が公共交通機関のバスを使うということ

もあろうかと思いますので、そういう議論も次回以降、色々お伺いできればと思います。 

JR北海道さんの大変な状況について、社としてご判断をいただいて、新しい資料をご提供いただ

きました。大変に苦渋のご判断だったと思います。私も大変勉強をさせていただいたところであり

ます。今、目の前５年間の緊急の対応をされるということは私ども道民も理解をいたしているとこ
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ろでありまして、そのご苦労の先、５年、10年、20年後の道内の地域交通ネットワークづくりとい

うものを「持続可能性」というキーワードでどう考えていくのか、そういうことを是非この場では

ご議論をさらに進めていただければと思います。そういう中で事務方にも指示はしているのであり

ますが、他のJRさんの取組を事例研究として色々私どもとしても勉強させていただく、こういうこ

とも少しやってみようと思います。三島の方々のご苦労もございますが、例えばJR東日本さんでも

首都圏は利用者が多きわけですが、東北ではどういうご苦労をどのようにやっておられるかといっ

たことなどは学ぶところがあるのかないのか、それはまた皆様方にご相談できればと思います。 

吉見先生の方からはDMVのお話がありました。実は私もデュアルモードビークルは出た時から大

変な関心を持っておりますが、今、JR北海道さんの目の前の安全投資が忙しくてなかなかそこまで

いかないということはよく理解しておりますが、このシステムというかコンセプトというのは、是

非北海道ばかりではなく全国の高齢化が進んだ地域、あるいはさらに言えば世界の高齢化が進んだ

地域における夢の乗り物だと思っておりますので、JR北海道さんがここまでやってこられたことを

なにがしかの形で私ども、色々知恵を出して続けていけることができるかどうか議論を深められれ

ばと思う次第であります。 

途中で退席することをお許しいただければと思います。いつもお世話になっております。ありが

とうございます。 

 

（岸座長） 

 はい、それでは、議論を進めていきたいと思います。続きまして高向参与、ご発言をお願いいた

します。 

 

（高向参与） 

 JR北海道の平成26年度線区別収支状況を見ますと、管理費を含む損益を出しているわけですが、

年間400億円というのが赤字だと、はっきりわかりました。しかも、全ての線区で非常に大きな赤

字になっている。これは、全員でJR北海道をどうするのかとを考えなければならない。非常に重要

な資料であると思います。これまでJR北海道から聞いていた色々な説明の中で、収支が苦しいから

設備投資と補修費を削ってきている、人件費も削ってきている、それが今までの連続している事故

の背景にあるという説明を聞いておりますけれども、なるほどそうだったのかと、この赤字がある

ためにあの事故が起こっているのだなということが非常によくわかります。あちこちで事故が起こ

っている、それを見ますと、特定の原因で事故が起こっているのではなくて、全道的に設備投資を

してない、保守をしてない、そのためにあちらでもこちらでも事故が起こっている状況で、JR北海

道はこのままいけば経営破綻する、このままいけば大事故を起こすと第三者委員会が警告を出して

おりますけれども、そのとおりだと思います。従って、我々地元の人間としてもこれを他人事では

なくて自分のこととして対策を講じなくてはいけないと思うのであります。それで対策はどうした

らいいかというと、やはり営業効率500人未満のところについて、それぞれの線をどうしたらいい

かということを個別に議論する必要があるのではないかと思います。それは代替手段があるのかな

いのか、地元の納得はいただけるのかいただけないのかというところを含めて、現在、日高で日高

振興局が主催しているような会議を各振興局がやってくださると良いのではないかと思います。こ

れは明らかにもうやめても良いのではないかと皆さんが思ってらっしゃるところが並んでいますよ

ね。早くやめて、そしてばっさりするということを積極的にしなければ、それこそJR北海道は一方

で輝かしい新幹線開業もあるけれども、裏側で事故、経営破綻ということになりかねないのでこれ

は地元として各振興局ごとに、特に500人未満の路線については対応を検討したらどうかと思いま
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す。総論で全体を議論するよりも、もう具体的に対応しなければ間に合わないのではないかと思っ

ております。以上です。 

 

（岸座長） 

 はい、ありがとうございました。続いて大内参与からご発言お願いいたします。 

 

（大内参与） 

 それでは、大内の方から意見を申し上げさせていただきたいと思います。やはり、長期的な観点

に立って公共交通をどうするかということを考えていかなければならないと思うわけですけれども、

１つは北海道創生総合戦略が策定されておりまして、その基本戦略の柱の１つに、住み続けたいと

思える環境を整えるという項目がございますけれども、ここと交通インフラというもの、コミュニ

ティの交通もそうですけれども、密接に関係しているのではないかと思います。そしてこの総合戦

略の中には地域における交通ネットワークや買い物の利便性を確保するということもうたわれてお

りますし、また地域住民の交通手段として必要不可欠な鉄道やバス、離島航路、航空路等を維持す

るため、国や市町村との役割分担のもと、必要な支援措置を講ずるということもうたわれておりま

すので、この地域公共交通網を守ると同時に、全道の基幹インフラである鉄道網を守るということ

は非常に重要な課題であると考えているところであります。 

しかしながら今、高向会頭からもお話がございましたように、輸送密度500人未満の路線の収支

等、本日JR北海道さんの方から詳細に情報提供がございましたけれども、これを見る限り、残念な

がら将来的に全ての現状の鉄路を確保できると言い切れる状況ではないのではないか思います。ま

た、老朽化したインフラということで資料３に示していただいておりますけれども、これは大変重

要なことでございまして、ここへの安全投資と修繕に関する５年間の計画の中に、本日、具体的に

お示しいただいた橋梁やトンネルの修理、あるいは保守、そういったことが入っているのだと思い

ますけれども、素人目にもやはり100年を超えるような古いインフラ設備、これを抱えたままでは

鉄路の安全に大変な不安が残っているということになりますので、ここにつきましては常日頃保守

点検で安全は確認されていると思いますけれども、早期に抜本的な対策が必要なのではないかなと

思っているところでございます。こういう観点で考えますと、やはり鉄路の維持、これが大変難し

く、また、関係者、国、地方自治体を含めて現状の認識と将来への目指すべき北海道の姿というと

ころから検討を進めていくべきではないかと思っているところであります。 

具体的な議論につきましては高向会頭からも個別に議論を進める必要があるというお話もござい

ましたけれども、私もこれから個別的にこういった交通インフラについて議論を進めていく必要が

あると思っているところであります。そして、北海道は特に農業、漁業等から北海道の基幹産業で

あります農業を守ると言いますか、そういった観点からもやはり地方への交通アクセスが北海道全

体を維持する観点からも必要だと思っております。そういった意味で必要なものは何なのか、選択

と集中というのもございますけれども、従前の発想にとらわれるのではなくて、必要なものは残し、

そうでないものは別なものに、より利便性のあるものに変えるといった観点からの検討も必要だと

思います。 

それから、鉄路につきましては、DMV の必要性等の言及がございました。また、インバウンドに

対しての必要性という観点からのご発言が吉見先生からございましたけれども、これから300万人

の外国人観光客誘致という目標を目指して、外国人が北海道の隅々まで利用したいという中で、便

利で乗りやすいのはやはり鉄路ではないか思います。そういったことも念頭に、この後個別に議論

を進めていけたら良い北海道の総合戦略への切り口になるのではないかなと思っているところであ
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ります。以上です。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。続きまして、北海道運輸局長の川勝参与にご発言をお願いしたいと思

います。本日は、国の動向や全国の地域公共交通に関する取組事例などをご紹介いただけると伺っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（川勝参与） 

 発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。ご説明の前に、先ほど吉見先生から大変

厳しい経営安定基金のお話がございました。国が枠組みをつくったが、約束が守られていないとい

うご指摘もございました。この経営安定基金の運用費が減少しているというお話は、色々なところ

でJR北海道の話題で出てまいりますけれども、我々の認識といたしましては、国鉄改革の仕組みを

つくったあとの金利低下による、言ってみれば外的な要因でありますので、その点はご理解いただ

ければと思っております。国鉄改革の趣旨というのは、釈迦に説法ではございますが、鉄道国有主

義、あるいは昔の公共企業体という組織のもとで、旧国鉄が経営破綻をしてしまったということを

踏まえて、鉄道事業の経営の自主性を確保する、また責任の明確化、その徹底を図っていくことに

よって、経営の健全化あるいは効率化というものを達成していくということを目指して行われたも

のだと思っておりますので、そういう国鉄改革の趣旨のもとでは、運用益が減ったとしても、JR北

海道、JR四国、JR九州といった各社の創意工夫による増収、あるいは経費削減の努力ということで

克服していっていただくということかと思います。ただ、国としても、JR北海道さんのこれまでの

最大限の経営努力というものを前提として、その経営動向を勘案しながら運用益の減少への対応を

行ってきておりますし、先ほど1,200億円の話もご紹介がありましたが、安全対策に対する追加支

援ということで、JR北海道に対する1,200億円の支援を行うということでございますので、その点

についてはご理解をいただければと思います。 

前置きが長くなってしまいましたが、前回口頭でご説明をさせていただきましたが、本日お時間

をいただいて資料をご用意させていただいております。お手元の資料４をご覧いただければと思い

ます。 

表紙をめくっていただきまして１ページ目をご覧いただきますと、地域公共交通についての国の

制度がどうなっているのかということと、全国、北海道以外の各地域で色々な持続可能性のある交

通の構築というような取組について、ご紹介をさせていただければと思います。 

１ページ目の資料は、最近の地域公共交通に関する国の施策について、時間軸で整理をしたもの

でございます。左上のところをご覧いただきますと、平成25年の12月交通政策基本法が施行され

ておりますが、この法律は交通に関する施策についての基本理念、またその実現を図る上で基本と

なる事項を定めたもの、要するに交通に関する施策を行う上での根幹的なものを示したものでござ

います。真ん中をご覧いただきますと、この基本法に基づいて、交通政策基本計画が昨年の２月に

閣議決定をされております。それから、右側のところをご覧いただきますと、基本理念に則って、

地域公共交通網形成計画の作成制度の創設等のために、地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律の改正も行われ、一昨年の11月から施行されているというところでございます。 

１枚おめくりいただきまして、２ページ目をご覧いただきますと、交通政策基本法について、少

しご紹介をさせていただきたいと思います。左側でございますが、この法律では基本理念等々が、

第２条から第７条まで定められております。右には、第８条から第11条まで、国あるいは地方公共

団体等々の関係者の責務ということが定められております。国の責務としては、第８条でございま
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すけれども、基本理念に則って、交通に関する施策を総合的に策定し、実施するということが国の

責務として定められております。地方公共団体の責務については、第９条でございますが、その区

域の自然的・経済的・社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施するとされております。これは、

交通が地域の都市構造、それから人口の分布、地形、気候、経済活動等々に大きく影響をされ、ま

た、交通に関する事業は、施設整備や地域の住民生活、地域経済と密接に関わっているということ

でございますので、地方公共団体がその地域の特性に配慮しつつ、交通に関する施策を推進してい

く必要があるという趣旨を定めたものでございます。第32条でございますが、地方公共団体の施策

についての規定がございますが、これは今申し上げました第９条の規定を踏まえたものとなってご

ざいます。 

もう１枚おめくりいただきますと、昨年閣議決定をされました交通政策基本計画の概要でござい

ます。構成としては、基本的方針をA、B、Cと３つ定めておりまして、それぞれの方針について目

指すべき目標、目標を達成するために講ずべき施策というものを定めております。地域の交通につ

いては、主に基本的方針Aの豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現というものが該当して

おります。基本的方針Aの施策の目標のうちの①でございますが、自治体中心に、コンパクトシテ

ィ化等まちづくり施策と連携し、地域交通ネットワークを再構築するということになっておりまし

て、地域公共交通活性化再生法の内容とも密接に関わるものでございます。 

４ページ目をご覧いただければと思います。これが、今申し上げました、いわゆる活性化再生法

でございます。この法律では、交通政策基本法において規定をされております日常生活等に必要不

可欠な交通手段の確保（16条）、まちづくりの観点からの交通施策の促進（25条）、あるいは関係者

相互間の連携と協働の促進（27条）といったことを具体化するものとなっております。ポイントと

しては、地方公共団体が中心となって、まちづくりと連携して、面的な公共交通ネットワークを再

構築するということでございます。右側の基本スキームをご覧いただきますと、国が策定した基本

方針に基づきまして、地方公共団体が事業者と協議の上、協議会を開催して、地域公共交通網形成

計画というものを策定することになっております。この網形成計画を策定するにあたりましては、

まちづくりと連携すること、あるいはまた地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構

築をすることに留意するとされているところでございます。この網形成計画区域につきましては、

日常生活に関して形成される交通圏というものを基本としております。また、交通圏の範囲が複数

の市町村にまたがるというような場合は、関係の市町村や都道府県が連携して、その地域における

最適な公共交通網の形成を図るよう取組むことが重要と考えられます。その下のところをご覧いた

だきますと、地域公共交通特定事業として、地域交通の再編を促す路線等の編成の変更、あるいは

他モードへの転換等を行う地域公共交通再編事業、これが法律の改正により、追加されております。

網形成計画に地域公共交通特定事業に関する事項を記載した上で、特定事業を実施するための計画

を別途作成し、認定を受けることによって、補助事業の支援内容の充実等の措置を受けることが可

能になっております。 

もう１枚おめくりいただきますと、ここからが事例のご紹介になります。地方公共団体が中心と

なって、まちづくりと連携して、持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を図るということに

ついてご説明いたしましたけれども、ここでいくつかご紹介させていただいておりますので、全国

各地でそういう地方公共団体が中心となって、複数の市町村にまたがるような取組が進められてい

るという事例をご紹介させていただければと思います。 

５ページ目は、鉄道事業について、上下分離の事例として、京都府の日本海側のエリアを沿線と

する北近畿タンゴ鉄道の事例でございます。これは第三セクターとして、鉄道施設や車両、あるい

はまた用地を保有して運行を行ってきたわけでございますが、沿線の人口の減少等々で利用者数や
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運送収入が減少し、経常損失の拡大に歯止めがかからないという状況がございました。沿線自治体

で様々な検討をなさった結果として、資料にもございますが、鉄道用地や施設、車両といったもの

を保有して、それらの維持、修繕、施設整備等の支援を自治体から受ける北近畿タンゴ鉄道、これ

が第三種鉄道事業者になりますが、それと運行を担うための第二種鉄道事業者としての WILLER 

TRAINS、この上下分離の形態を導入するという形で事業が実施をされているというものでございま

す。その他、モビリティ・マネジメントの実施等々、集客あるいは増客の対策というものを合わせ

て実施されるというところ、また沿線自治体による沿線の観光地の魅力向上、あるいは駅待合施設

の整備といったものも行われている例でございます。 

それから、もう１ページおめくりいただきますと、６ページ目でございますが、もう一つの鉄道

の事例として、自治体が資産の一部を保有している例でございます。こちらはまた有名な和歌山県

の和歌山電鐵貴志川線という、猫で有名になっている線でございます。南海電鉄が貴志川線の廃止

検討を表明したということを踏まえまして、沿線自治体が南海から鉄道用地を買収して保有するこ

とを決めました。公募により決定された運行事業者として、和歌山電鐵という民間の事業者ですが、

そこの会社に対して沿線自治体が鉄道用地を無償で貸与する、あわせて運営費の補助も行うという

ケースでございます。利用促進策としては、記載のあるような取組もあわせて行われていくという

ものでございます。 

７ページ目をご覧いただきますと、鉄道からバスへ転換された事例のご紹介で、茨城県の旧鹿島

鉄道の例でございます。これは平成19年の３月末で鹿島鉄道が廃止され、旧鉄道と並行して走って

いる国道を代替バスが運行しておりましたが、運行本数が少なくなり、また、一般の道路ですので

渋滞があるということで、定時性や速達性の低下が起こり、利用者が減ってしまったという状況が

ございました。そうしたことで沿線の２市が鉄道の跡地をバスの専用道として整備し、鉄道と同等

の定時性・速達性を確保したという、いわゆるBRTにあたるようなケースでございます。地元自治

体としては、ここに記載のような形での色々な支援を行い、県の方も色々支援をされている、国も

支援しているという状況でございます。 

もう１枚おめくりいただきまして、８ページ目をご覧いただきますと、これはバスを再編したと

いうケースでございまして、愛知県の北設楽郡の３つの町村が力を合わせて取り組んだという事例

でございます。これは各町村の中で完結していた町村運営のバスを相互に乗り入れができるように

したということ、また路線を再編して基幹バス、それに接続する支線バス、デマンドバスというも

ので分類し、役割分担をさせたという事例でございます。あわせて、町村ごとに異なっていた運賃

体系やバス停のデザインも統一するということです。また、独自のホームページを立ち上げたり、

広報誌や、路線ごとの時刻表を作って、バスの利用促進のために色々な取組を進めたということで、

その結果として、この３町村の中で１つだけある田口高校という高校でも、従来は下宿しなければ

通えない状況だったのが、バスを利用して通学できることになった、あるいはまた高齢者の外出機

会が増えたといった事例でございます。 

最後、９ページ目をご覧いただきますと、もう一つバスの事例として、奈良県の事例でございま

す。これは奈良県の五條市と十津川村という広域的な公共交通ネットワークを、主に県がリーダー

シップを発揮されて作ったという例でございます。既存のバス路線では、必ずしも通院のニーズに

対応がなかなかできていませんでした。特に南の方にあります十津川村では、高度な医療を受ける

ためには五條市まで通院する必要があったわけですが、なかなか不便ということでございます。複

数の市町村にまたがっていることもあって、調整も難しかったことから、先ほど申し上げましたよ

うに、県がイニシアチブをとって、十津川村から五條市の病院への通院を支援するための路線、広

域通院ラインというものを設定したということで、距離としては80キロぐらいになります。こうい
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う県と市と村が連携して、バスの運営主体となって、途中またそれぞれのところにある診療所も経

由するなど、工夫をしながら、住民の方々の多様な通院ニーズに対応するということ、それからそ

れぞれの市や村にある地域内のコミュニティバスをこの路線に接続するような工夫もされて、利用

促進を図っているという事例でございます。 

長くなってしまいましたが、以上、国の地域公共交通に関わる制度、それから複数市町村にまた

がるような広域の取組というものの事例についてもご紹介をさせていただきました。この会議にお

ける今後の検討内容の深掘り、整理されていく中でお役に立てていただければ幸いに存じます。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。続きまして、ハイヤー協会の今井委員から、前回お話いただいた内容

に関して、補足の説明があるとのことですので、よろしくお願いいたします。 

 

（今井委員） 

 ハイヤー協会の今井でございます。タクシーという観点から、地方交通について、情報提供とい

うことになろうかと思いますが、前回もお話させていただいたことの現状を皆さま方にお知りおき

をいただきたいと思います。 

先ほど各町長さんから、いわゆる地場の足としてタクシーが色々な面でお役に立っているという

ことで、大変ありがたく思ってます。また、これから益々タクシーの役割、人が住んでいる限りは

移動が必要でございますから、そういう点での安全・安心で、またいつでも利用できるといったタ

クシーの特性を生かした地域交通での役割は益々大事になってくるのではないかと思っています。

よろしくお願いしたいと思います。 

前回申し上げましたのは、ライドシェアという問題でございます。ライドシェアがどういうこと

かは皆さん大体ご存じかと思いますが、政府の中に、規制改革会議、あるいは国家戦略特区諮問会

議、それから最近は産業競争力会議といったものが内閣府の中にございまして、つい先日の新聞を

見ましても、新産業新成長戦略策定会議ということで、いわゆるネットを通じて部屋や車などを貸

し借りするシェアリングエコノミーを推進していく、そして新しい産業を育てていくということを

議論されているようでございます。新しいスタンスが出てくる、あるいはそういうものがより便利

になることについて、それは大変結構なことだと思うのですが、シェアリングエコノミーが良いと

か悪いとかいう話ではなく、事実として申し上げるのですが、シェアリングエコノミーを提唱して

おりますのは、産業競争力会議の主要なメンバーであります楽天の三木谷社長が新経済連盟という

ところのIT業界の若い方たちを集めた経団連の小型版みたいなものだとは思うのですが、その代表

をしておりまして、そこがシェアリングエコノミーということを随分提唱しております。 

シェアリングエコノミーの大きな柱は、ホームシェアとライドシェアでございます。ホームシェ

アは、皆さんご存じかと思いますが、民泊です。これは、特に都市部、あるいは地方でも宿が足り

ないので民泊を認めていかざるを得ない。ただ法の整備ができてないので、本国会で旅館業法等々

の改正が議論されているという状況だと思います。 

一方で、ライドシェアについては、どういう言い方をしているかというと、新経済連盟の提案は、

自家用車の空き座席を用いて、有償で他人を運送するサービスなのです。これがライドシェアです。

こういったものを新しい交通サービスの類型として法律上位置づけたいのだということです。日本

で言う道路運送法上、禁止されております白タクを合法的にやっていきたいということであります。

実は都市部では、皆さんご存じのように、札幌もタクシーが供給過剰でございまして、国から指定

を受けまして、これから規制緩和で増え過ぎたタクシーを減らすということを、我々業界としてや
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っていかなければならないということなのですが、昨年、京都の京丹後市と兵庫の養父市が国家戦

略特区ということで提案をしています。実はライドシェアを行っている会社、アメリカに本社があ

る会社が２社ございまして、世界中でサービスを展開いたしております。日本には、まだ入ってき

ておりません。我々業界としては、先ほどいったように、「白タクではないか？」ということで反対

しているのですが、一番大きな問題は、新経済連盟が提唱しておりますライドシェアは、その運送

責任が運転手個人であり、マッチング事業社は一切運送責任は負わないことです。 

これは運転手個人が運送サービスの提供主体であり、マッチング事業者は利用したい人と運送を

提供する人を結びつけるプラットホームを作るということです。 

アメリカは自己責任ルールが徹底しておりますので、選んだ方も悪いというようなこともあるの

でしょうか、かなりこのサービスが行き渡っております。例えば、事故を起こした責任をドライバ

ーが負いかねて、大変な裁判になったり、乗客が襲われたりと、随分問題になっていっております。 

先ほど言ったように、昨年、過疎地である京丹後や養父で、国家戦略特区で手を挙げていて、国

交省はそれに反対しているのですが、そういった動きが出てきております。 

ライドシェアをやりたい事業者は、本当にやりたいのは大都会の東京であります。市場が大きい

ですので。ただ、日本の中ですから、いわゆる過疎地からまず入っていって、そこから都会に入っ

ていこうという考えと聞いておりますので、一番問題でございます安全が担保されない。ホームシ

ェアもそういう問題があろうかと思いますが、ライドシェアを行おうとしている事業者は、安全が

完全に担保されてないと、安全に対しての責任を負わないと、この辺を我々大いに問題として、業

界を挙げて反対をしているところですが、道内でも過疎地がこれから出て、そういったところの隙

を突かれることがないとも限らないと思いますので、どうかそんなことが起きたら、ぜひ慎重に考

えていただきたいということと、これは対岸の火事みたいな話じゃなくて、現実に日本でもうそう

いうことが起きようとしているということをご理解いただいて、特に北海道はこれから過疎地が出

てくると思います。北海道の過疎地にそういった事業者が進出してくるというのは考えづらいので

すが、やはり日本の法体系の中で一点でも安全が破られると、先日あったような大きなバスの事故

にもなりかねないと思いますので、どうかその辺については、現状でそういったことが起きている

ということをご認識いただきたい、今日は情報提供ということの立場でさせていただきましたが、

ぜひ前回の追記ということで、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございました。私からご指名していただいてご発言いただきましたけれども、そろそ

ろ取りまとめの時間になってきたのですが、その他委員・参与の皆様からご発言があればお受けし

たいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（山下委員） 

 はい。 

 

（岸座長） 

 どうぞ。 

 

（山下委員） 

 川勝参与から色々な事例をご紹介いただきまして、参考になるのかなと思っております。ありが

とうございます。 
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先ほどJR北海道さんの経営悪化の中で、地域で個別に議論をするべきだというご意見がございま

した。確かにそのとおりだと思っている部分もありますが、北海道全体の交通ネットワークを考え

るという戦略を抜きにして、個別に、ここはバスに転換しよう、ここは第３セクターで鉄道を続け

ようという話だけが先行してしまうと、北海道の交通戦略というものが全く無くなってしまうので

はないかと思います。どういうところをJR北海道さんに担ってもらうべきなのか、その中で線路は

JR北海道さんがしっかり確保しながら、例えば地域の駅などについては地元も応援できる体制をと

るといったこと、また、いかにインバウンド、交流人口も取り込んで、どこの路線をしっかりと将

来とも残していくのだという議論も一方ではしっかりとしておかなければならないと思います。単

に個別の地域の生活路線だけの話ではないと思っておりますので、私はこの検討会議の場の議論と

いうのが非常に大切ではないかと思っております。戦略をしっかりと構築していくべきではないか

なと思っております。 

 

（岸座長） 

 ありがとうございます。私も今、山下委員と同じようなことを最後取りまとめで言おうと思って

いたところです。また改めて、まとめたいと思います。他に特段の発言があれば。 

 

（外崎委員） 

 先ほど吉見先生から発言がありましたが、基本的にはJR北海道の改善という部分の大きな視点が

あるわけですけれども、いろいろな事例発表を聞いても、北海道の交通体系の基本、ベースは、や

はりJR北海道につながるわけでありますから、ここをどうするか、ここの経営改善をどうするかと

いうのが最大のテーマになるわけです。先ほど提案がありましたけれども、JR北海道さんは何より

も鉄路を活用した改善を最優先して考えていかなければいけないのではないかと思っています。  

今回の議論は、人の輸送という部門でありますけれども、JR北海道の経営改善を考えた場合には、

北海道の農産物の３割、４割、あるいは本州からの移入の３割、４割は貨車に頼っているわけであ

りますから、人の輸送以外の時間帯を有効に活用した改善というものを上手に進めていかなければ、

私は改善の見通しはないのではないかと思います。 

この検討会議のテーマではないのですけれども、裏のテーマとして、そういうところも輸送体系

全体を考えてくる。輸送体系のバランスが崩れつつあるのかなという懸念を持っている一人であり

ますので、その辺を含めた総合的な改善対策というものに目を向けていただければ、すごくありが

たいと思っております。 

 

（岸座長） 

 高向参与、どうぞ。 

 

（高向参与） 

個別に議論することについての問題点は分かりました。それはそれで理解できますので、それで

あれば北海道全体の交通体系をどうするかということをもっと具体的にやりましょう。ＪＲ北海道

北海道の何線は要るのか、何線は要らないのかという議論です。あるいはどこの高速道路は要る、

どこの高速道路は要らないという議論になる。とにかく前へ進まなければ。ただ単に全道的な交通

体系を考えましょうと毎回言って、毎回終わったら JR 北海道はそのうちに潰れます。JR 北海道の

社長は二人亡くなっているのです。保守できないから事故が起こった。事故が起こったから責任を

取った。そういう状況まできているのに、全道のネットワークを考えましょうなどと絵空事を言っ
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ていたら、いつまでも終わらないじゃないですか。実際に何線が必要で何線が不必要で、何線は高

速道路に変えましょうということを議論しましょう。私も、輸送密度が500人以下でも残した方が

良い路線はあると思います。1,000 人でも廃止した方が良いところもあると思います。全体として

どの路線が必要で、どの路線が必要ないかという議論はして良いと思います。 

もし全体でやるならばそれはそれで賛成します。ただネットワークを全体見直しましょうと言っ

て、それで終わりでは何も前に進まない。これまでずっとそうだったのです。だからもう少し具体

的に議論をしてください。以上です。 

 

（岸座長） 

 小山委員、どうぞ。 

 

（小山委員） 

本日はこういう形で色々と皆さんからご意見を賜りました。今、高向会頭からも言っていただい

たとおり、私どもにはあまり時間がありません。そういった中で私どもも皆さんに色々な資料をお

示しして、少しでもご理解いただくよう、社長が先頭になって各自治体を回りまして現状をお話さ

せていただいておりますので、是非こういった私どもの状況にもご理解を賜り、今後、持続可能な

交通体系を一日も早く、それぞれの線区において作ってまいり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） 

最後に、私から意見言わせていただきます。 

まずは全体のまとめですけれども、地域ごとなのか、路線ごとなのか、あるいは北海道全体のこ

となのかという議論をしなければいけないというのは、次年度以降、議論のあり方、実際にやると

いうことを検討するべきだと思います。ただその時に、個別の路線の沿線自治体の議論の一方で、

道内の都市間交通であったり、国としての交通ネットワークというもの、この両方を議論しなけれ

ばいけないことだと思うのです。 

地域の生活交通だけではなくて、観光や物流とか、あるいは地域のネットワークなのだけれども、

北海道の議論も併せて進めていかなければいけない。個別の議論をするのであれば、そういうこと

なのだろうと思います。 

もう一つはお金がないということで、誰が費用負担するかというのは避けて通れない話だと思い

ます。 

日高線の協議会を見ていると、地元の沿線自治体や北海道庁が負担できるかという話があって、

それをどうしようかと関係の皆さんで悩んでいると思うのですが、私、前回から今回の吉見先生の

「ＪＲ北海道は赤字前提で立ち上がった会社だから」ということをどう解釈しようかと思っており、

私もやはり、分割民営化という国の政策が総括されないままになっていると思います。先ほど川勝

さんが金利の低下という外的要因と仰いましたが、それは国の言い分なのですけれども、それで納

得する人はあまりいなくて、ただそれを今ここで議論する必要はないのですけれども、そういう中

で国としてどうなのか、あるいは沿線自治体はどうなのかということは、別に議論していかなけれ

ばいけないと思います。 

ただこれも時間は限られています。どんどんやっていかなければいけないということだろうと思

いました。 

もう一つ、これが一番大事なのだろうと思うのですけれども、議論する場のセッティングの仕方
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が重要です。例えば、日高線の沿線協議会の手法と、川勝局長からご説明いただいた地域公共交通

網形成計画を策定する協議会を立ち上げて議論するという手法は似て非なるものです。つまり、地

域公共交通網形成計画というものは、まちづくりと連携して公共交通を考えていきましょうという

ものです。私の中では、やはり将来の北海道の、それぞれのまちや地域のビジョンがあって、その

ために公共交通をどうしていくべきかという部分を睨みながら、また観光や一次産業の活性化とい

うことも見据えながら議論していくことが大事です。その中で鉄道は残すべき、あるいはバスで良

い、高速道路なのかという議論が必要になってくると私自身は思っております。だからそういう議

論をこの先どうやって進めていくのか、そういうところがこの検討会議で進めていかなければいけ

ないところかと思います。 

最後に私の意見を述べさせていただきましたけれども、私が見ていた中では間違っていることは

皆さん言っていません。それをどうやって最後は調整していくかということで引き続き検討を進め

させていただきたいと考えております。 

 

（山下委員） 

 最後に質問を一つだけ、今日お示しいただいた資料、特にJR北海道さんの資料は地元で公表させ

ていただいてもいいものなのか、どうなのか、その確認をさせていただきたいと思うのですけれど

も。 

 

（小山委員） 

 もうすでに今日ここで公表されていますので、結構です。 

 

（岸座長） 

 そうです。この会議がもうオープンな会議なので 

 

（山下委員） 

地域において、こういう資料を見ながら議論を喚起させるということも私なりの役割かと思いま

すので。わかりました。ありがとうございました。 

 

（岸座長） 

一つ言い忘れていました。地域公共交通網形成計画を策定することによって、多くの自治体がバ

スの運行補助を国から受けているのですけれども、それが果たして鉄道に対する補助の枠組みがあ

るのかどうかということを、運輸局の方で可能性を検討していただければと思います。そういう事

例があるのかどうかです。鉄道を地域公共交通網形成計画の中で残そうというときに、鉄道に対し

て補助することがあるのかご検討いただければと思います。 

 

（川勝参与） 

 先ほどご紹介した北近畿タンゴ鉄道の場合は、地域公共交通網形成計画を策定して、さらに鉄道

事業再構築事業というものの認定を受けて、それで支援を受けています。具体的な支援の中身は５

ページの資料にあります。 

 

（岸座長） 

 失礼しました。ありがとうございました。そういう可能性もあるということで閉めたいと思いま
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す。それでは改めて最後事務局にお返しいたします。 

 

（千葉課長） 

それでは今後のスケジュールについてお話させていただきます。前回と本日いただいた様々なご

意見を整理させていただいた上で、会長、座長とも相談の上、事例調査なども実施してまいりたい

と思っているところです。次回の検討会議は、新幹線開業後、新年度になってから開催をさせてい

ただきたいと思っております。事務局といたしましては、新年度に入ってからまず北海道交通審議

会の親会議を開催いたしまして、当検討会議の議論の状況を報告し、その上で第３回の検討会議を

開催したいと予定しておりますが、今後、岸座長とも相談の上、検討スケジュールを整理したいと

考えておりますので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。何かご意見はございますか。それでは今日いただいた意見を整理しな

がら、また次回考えてきたいと思っております。 

 

（黒田局長） 

長時間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新年度になり

ますけれども、改めてご都合をお聞きします。本日はどうもありがとうございました。 

 


