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第１回地域公共交通検討会議議事録 

 

日時：平成 27年 11月 17日(火) 14：30～16：37 

場所：京王プラザホテル札幌 ３階 扇の間 

 

【開会】 

 

（黒田局長） 

 それでは定刻となりましたので、ただいまより「地域公共交通検討会議」の第１回会

合を開催いたします。本日は、大変お忙しい中、ご出席いただき誠にありがとうございま

す。私は、事務局を担当いたします交通政策局の黒田と申します。どうぞよろしくお願い

します。本日の会議は２時間程度と致しまして、16時 30分頃の終了を予定しておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、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。 

 

 

【挨拶】 

 

（高橋知事） 

 高橋でございます。本日は大変お忙しい中、「地域公共交通検討会議」第１回目の会

合にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。さて、道内では一層の人口減

少が進んでいるところでございます。一方で、今日もこの会合の前に会合をやらせてい

ただいたのですが、北海道新幹線の開業が目の前に迫ってきておりますし、また、海外

からの観光客の急増など道内における交通を取り巻く環境というのは、本当に様々な多

様な展開を示しているところでございます。こういった中であらためて北海道における

公共交通網のあり方について議論を重ねていくことは大変意義のあることと考える次

第であります。 

他方、JR 北海道の再生推進会議が６月に取りまとめられた提言書、私自身もメンバ

ーとして参画をさせていただいたわけでありますが、ここにおきまして総合的な交通ネ

ットワークを検討する会議体の設置という提言があるところでございます。 

こういったことを踏まえて、本日、１回目を迎えます検討会議におきましては、私ど

も道が主催者という形で道内の有識者にお集まりいただいて会議の場を設定させてい

ただいたところであります。この会議の位置づけでございますが石井教授に会長をお願

いしております「北海道運輸交通審議会」の中に、当会議を設置し、地域公共交通網の

あり方について議論をさせていただくと、そういう形に工夫をいたしたところでござい
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ます。 

道といたしましては道民の皆様方の安全、安心な暮らしを支えるとともに、本道の経

済、あるいは地域社会の活性化を図る上で、広大な北海道におきます交通ネットワーク

の維持、充実というのは大変重要な課題と考えているところでございまして、今後とも

皆様方からご意見をいただきながら、今、激動する時代の変化に対応することができる、

総合的な道内における交通ネットワーク形成に向けた取組を考える大きな議論にして

いきたいと、このように思っているところでございます。ぜひ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

させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。続きまして、「北海道運輸交通

審議会」の石井会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

（石井会長） 

 ご紹介いただきました北海道大学の石井でございます。この会議はご紹介いただいた

とおり、「北海道運輸交通審議会」の中の会議という位置づけで開かせていただくとい

うようなことでございます。「北海道運輸交通審議会」では、道内の交通問題をずっと

扱っておりましたが、なかなか総合交通体系という議論に十分踏み込んでいなかったと

いう現状がございます。北海道の人口減少は今後さらに急速に進展するということでご

ざいますけれども、地方の人口については既に人口減少傾向がかなり強まっているとい

うような状況でございますから、こういう中で総合交通をどう維持するかということに

関しましては、ある種、どう重点化してきちんと迅速的なネットワークを考えていくか

というようなことについて、やはり本格的な議論が必要なのではないかと思っておりま

す。なかなか従来ですと、あれもこれもできるだけ色々な多様なネットワークが併存と

いう姿が当然望ましいし、そういう方向をあらゆる地域の方が想定していたという状況

があると思いますけれども、その中で人口減少の影響をきちんと受け止めてどうするか

というような議論がそろそろ必要だということだろうと思っています。 

一方で、新幹線の開通もございますし、LCC に象徴される航空の新時代というよう

なことが、道内ネットワークにもプラスのインパクトというようなものをもたらす可能

性もございますし、高速道路の延伸ネットワーク化ということも相当程度進んできてお

りますから、むしろプラスの影響をどういうふうにきちんと地域に及ぼしていくかとい

うような視点も入れながら、この議論をさせていただければと思っております。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 
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【構成員紹介】 

 

（黒田局長） 

 ありがとうございました。続きまして検討会議の委員、参与の皆様をご紹介させてい

ただきます。まず学識経験者の方々でございますが、北海道運輸交通審議会の会長であ

ります、ただいまご挨拶いただきました北海道大学公共政策大学院長の石井吉春様でご

ざいます。 

 

（石井会長） 

 どうぞよろしくお願いします。 

 

（黒田局長） 

 続きまして審議会の副会長であります北海道大学院工学研究院准教授の岸邦宏様で

ございます。 

 

（岸副会長） 

 岸でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

 続いて北海道大学大学院経済学研究科長の吉見宏様ですが、本日は若干遅れてのご参

加と伺っております。 

次に運輸交通事業者、団体からでございますが、北海道旅客鉄道株式会社常務取締役

総合企画本部長の小山俊幸様でございます。 

 

（小山委員） 

 JR北海道の小山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

 北海道バス協会理事の中木雄三郎様でございます。 

 

（中木委員） 

 中木です。よろしくお願いします。 

 

（黒田局長） 

北海道ハイヤー協会会長の今井一彦様でございます。 
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（今井委員） 

 ハイヤー協会の今井です。よろしくお願いします。 

 

（黒田局長） 

 続きまして、向かい側のテーブルに移りますが、札幌エアラインズアソシエーション

会長の中島喜一様でございます。 

 

（中島委員） 

 中島です。どうぞよろしくお願いします。 

 

（黒田局長） 

 続きまして、地方自治体から帯広市長の米沢則寿様でございます。 

 

（米沢委員） 

 米沢でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

 次に、浜頓別町長の菅原信男様、本日は副町長の南尚敏様にご出席をいただいており

ます。 

 

（南副町長） 

 副町長の南です。よろしくお願いします。 

 

（黒田局長） 

 次に、今金町長の外崎秀人様でございます。本日は副町長の中島光弘様にご出席をい

ただいております。 

 

（中島副町長） 

 よろしくお願いします。 

 

（黒田局長） 

 大空町長の山下英二様でございます。 

 

（山下委員） 

 大空町長の山下でございます。よろしくお願いいたします。 
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（黒田局長） 

 次に参与の皆様でございます。北海道運輸局長の川勝敏弘様でございます。 

 

（川勝参与） 

 北海道運輸局の川勝でございます。よろしくお願いします。 

 

（黒田局長） 

 北海道開発局長の本田幸一様、本日は代理といたしまして開発監理部次長の難波江完

三様にご出席をいただいております。 

 

（難波江開発監理部次長） 

 難波江でございます。よろしくお願いします。 

 

（黒田局長） 

 東日本高速道路株式会社、北海道支社長の川添卓司様でございます。 

 

（川添参与） 

 NEXCO東日本の川添でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

 続いて北海道経済連合会会長の大内全様、本日は代理人といたしまして地域政策グル

ープ総括部長の紀芳憲様にご出席をいただいております。 

 

（紀総括部長） 

 紀でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（黒田局長） 

 最後になりましたが北海道商工会議所連合会会頭の高向巌様でございます。皆様どう

ぞよろしくお願いを申し上げます。 

続いてお手元に配布をしております資料を確認させていただきます。議事次第、構成

員名簿、配席図の他、資料といたしまして、資料の１、資料の２、資料の３－１、３－

２、資料の４－１から４－３まで、以上を配布させていただいておりますのでご確認を

お願いします。 
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【座長選任】 

（黒田局長） 

続きまして当検討会議の座長を選任いたします。審議会運営要領によりまして委員の

中から互選となりますが、委員の皆様からご意見はございますでしょうか。 

なければ事務局から提案をさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

－ 異議なし － 

ありがとうございます。それでは事務局といたしましては、審議会副会長の岸委員に

座長をお願いしたいと考えておりますがいかがでしょうか。 

 

（一同） 

よろしくお願いします。 

 

（黒田局長） 

 岸委員よろしいでしょうか。 

－ 同意 － 

では座長は岸委員にお願いをいたします。岸座長には座長席の方へ移動をお願いいた

します。 

それでは岸座長から一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

（岸座長） 

  座長を担当させていただくことになりました北海道大学の岸と申します。この会議

に参加することになってから、色々なことを考えてきたのですけれども、交通体系、例

えば新幹線の開業というのは明るい話題になると思いますし、一方では地域公共交通と

いうのは明るいというよりは実は厳しい方がありまして、先ほど石井先生もプラスの面

も考えていきたいということを仰っておりましたけれども、なかなかやはり厳しい方を

重点的に考えていかなければいけない会議であるということは、ここにいる皆さんは承

知の上で来てくださっていると理解しております。 

最後には、議論を重ねた上で今後の北海道の交通体系の道筋をつけるという結論を持

っていきたいと考えておりますけれども、座長として考えておりますところは、合意形

成というのはすごく大事だと思うのですけれども、例えば行政とか、あるいは運輸事業

者とか、あるいは地域住民の皆さんがいて、三者がいたとした時に三方良しという形の

まとめ方にすることができれば本当にそれはベストな形だと思うのですが、なかなか、

今回はそれはちょっと厳しいかなと考えているところです。大岡越前の三方一両損とい

う言葉があって、皆さんちょっと我慢をしながらも良い方向に結び付けていこうという

考え方もありますので、皆さんの活発な意見交換を基にして、厳しいとは言っているの

ですけれども、あくまでも目標としては北海道の将来に向けてより良い公共交通を、そ
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れは北海道民の皆さんが安心して暮らしていけるような交通体系を作っていくことに

道筋をつけていきたいと考えておりますので、皆さんの活発な意見交換をよろしくお願

いいたします。 

 

（黒田局長） 

 ありがとうございます。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

の進行は岸座長にお願いします。 

 

 

【議事】 

 

議題（１）地域公共交通検討会議の設置等 

 

（岸座長） 

 それでは議事に入ります。まず議事の１番目、地域公共交通検討会議の設置等につい

て、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（千葉交通ネットワーク担当課長） 

 交通企画課の千葉と申します。私からは資料１によりまして、当検討会議の設置の趣

旨などにつきまして、また資料２により検討スケジュール案についてご説明します。 

資料１をご覧ください。はじめに、当会議の位置づけでございますが、道の交通政策

をご審議いただいております「北海道運輸交通審議会」の小委員会として設置するもの

であります。次に、設置の趣旨といたしましては、道ではこれまで、平成 20 年に「交

通ネットワーク総合ビジョン」を策定し、交通施策を推進してきているところですが、

人口減少の一層の進行や北海道新幹線の開業といった環境変化を見据えまして、今後の

道の交通施策のあり方について議論していく必要があること。また、今年の６月には、

JR 北海道再生推進会議の提言書におきまして、交通事業者の厳しい経営状況を含め関

係者が認識を共有し、公共交通網の目指す姿について総合的に検討する会議体の設置に

ついて提言があったところでございます。こうしたことを踏まえまして、道として、こ

の度「運輸交通審議会」の中に当検討会議を設置し、本道における地域公共交通網のあ

り方について、ご検討いただくこととしたところでございます。 

構成メンバーにつきましては、先ほどご紹介のとおりでございますが、その右側、会

議の「役割・内容」といたしましては、地域交通の現状や課題についての認識の共有、

また地域公共交通網の将来に影響する社会環境の変化についての検討、その上で持続可

能な地域公共網のあり方について、総合的にご議論いただきたいと考えています。また、

下段になりますが、道内数箇所における意見聴取も予定しているところでございます。
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なお、当会議におきましては、会議の性格上、個別の路線の存廃については検討対象に

はしておりません。全道的な観点から、鉄道やバス、航空機など様々な交通手段を含め

た総合的な地域公共交通のあり方についてご議論をいただき、今後の道の交通政策の方

向性について、ご意見・ご提言を賜りたく考えていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

次に、資料２をご覧ください。検討スケジュール（案）についてでございますが、本

日の会議におきましては、地域公共交通に関する課題の把握、また将来の地域公共交通

網に影響を与える要因、この２点を論点とさせていただいています。また、来年１月に

第２回目の会議を開催し、本日の論点をさらに深掘りをしてご議論いただくとともに、

他県の取組事例の紹介なども予定しています。その後、２月以降になりますが、審議会

本体の開催を経まして、来年度にかけて、検討会議を開催していくことを予定しており

ますが、具体的な日程などにつきましては、今後の議論の状況なども見ながら、会長・

座長ともご相談の上、あらためて事務局からご提案させていただきたいと考えています。

私からの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。ただ今のご説明に対してご質問、ご意見等はござい

ますでしょうか。 

 

（一同） 

 ありません。 

 

（岸座長） 

 それでは、後ほど出てきたらそこでご発言いただければと思いますので、以上のよう

な枠組みで進めていきたいと考えております。 

 

 

議題（２）北海道の交通の現状等について 

 

（岸座長） 

それでは続いて議事の２番目「北海道の交通の現状等について」ということで事務局

からご説明お願いいたします。 

 

（千葉交通ネットワーク担当課長） 

 それでは、資料３－１、３－２についてご説明いたします。はじめに、資料３－１「北

海道の交通の状況」についてですが、後ほど、各委員からもご説明をいただきますので、
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概要の説明とさせていただきます。 

表紙をめくっていただきまして、１ページ目は鉄道や道路、空港など交通基盤の状況

図になっています。 

２ページ目をご覧ください。道内を移動される方の交通機関別の輸送人員の推移です。

下にグラフがありまして、赤線は乗合バスですが、昭和 40 年代前半をピークとして３

分の１以下まで減少しているという現状にあります。また、水色の点線、ハイヤー・タ

クシーにつきましても昭和 40 年代後半をピークに半分以下に減少しているという状況

でございます。 

３ページをご覧ください。鉄道の状況になります。当該資料につきましては、小山委

員の説明資料に同様のものがありますので説明を省略します。 

４ページをご覧ください。バスになります。上の図は、主な路線バス網ですが、道内

くまなくバスが運行されていることをおわかりいただけると思います。また、中段の表

に、路線バスに係る補助金の記載があります。24 年度におきましては、国及び道から

約 23億円の補助金が支出されている状況になっています。 

次に５ページ目をご覧ください。道内航空路線の状況です。一番下に輸送人員の表が

ありますが、長期的に減少傾向にありまして、26年度と昭和62年度を比べると旅客数、

座席数ともに３割程度の減少となっています。 

６ページ目をご覧ください。ハイヤー・タクシーの状況です。グラフにありますとお

り、10 年前と比較しますと、事業者数は大きく増加していますが、その一方で車両数

や輸送人員は減少傾向ということになっています。 

７ページをご覧ください。道内の自動車保有台数の推移になります。グラフにありま

すとおり、昭和 40年代前半から平成 18年あたりにかけまして急激に増加し、その後、

横ばいという状況です。先ほど、乗合バスの利用者が 40 年代前半をピークに３分の１

以下まで減少しているとご説明しましたが、対照的に乗用車が増加していることが伺え

る内容となっております。資料３－１の説明は以上でございます。 

次に、資料３－２「地域公共交通の将来に影響を与える環境変化」についてご説明し

ます。まず、１ページ目をご覧ください。考えられる因子を表で整理しております。２

ページ目以降で、影響が大きいと思われる因子をまとめています。 

２ページ目をご覧ください。人口の将来推計になります。社会保障・人口問題研究所

の中位推計によりますと、本道の人口は、2015 年と比べまして、2040 年には約 120

万人、20％以上減少し、約 419 万人になると推計されています。なお、右下のグラフ

にありますとおり、道内一律に減るのではなくて、50％近くもの減少が見込まれる振興

局もありまして、地域における公共交通の利用者の一層の減少が懸念されるところでご

ざいます。 

３ページ目をご覧ください。来年３月の新幹線開業後の旅客動向です。昨年、道外の

方を対象に実施した調査によりますと、函館周辺だけではなくて、多くの方が札幌など
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道央方面まで、さらには、一定程度の方が道東・道北方面まで訪れたいという結果にな

っています。なお、下の表がありますが、移動手段といたしましては、JR、レンタカ

ー、観光バス、路線バスなどでありまして、新幹線で来た方の多くが公共交通機関を利

用すると想定されています。 

４ページ目をご覧ください。高規格幹線道路網の整備状況になります。今年４月現在

の開通延長は 1,058キロでありまして、下に表がありますとおり、今後も着実な整備が

見込まれておりますが、現時点で整備率は 58％に留まっておりまして、全国平均の 82％

をかなり下回る状況となっています。 

５ページ目をご覧ください。上の図は整備状況の推移になります。平成 24 年には開

通延長が 1,000キロを超えたところでございまして、札幌からの自動車による所要時間

といたしましては、道東方面では 100 分以上もの短縮になっているというところでご

ざいます。また、下の図は都市間高速バスの路線網ですが、道路の整備に対応して、都

市間バスの充実が進んでいるということがおわかりいただけると思います。 

最後に、６ページ目をご覧ください。来道外国人観光客の状況になります。外国から

の観光客は近年急激に増加しておりまして、平成 26年度は 154万人となっております。

主な訪問先としましては、札幌など道央圏が中心でありまして、また、移動手段としま

しては、下のグラフにありますが、観光バスが圧倒的になっておりまして、鉄道や路線

バスの利用者も増加しているという傾向があります。今後、外国人観光客の一層の増加

が見込まれる中、公共交通を利用される方も増えると想定されます。なお、先ほどの北

海道新幹線とも関連いたしまして、交流人口の増加が期待される中、国内外からのお客

様に、公共交通を利用し道内を広く周遊していただき、本道の観光振興につなげていく

という観点からも公共交通網の充実が重要と考え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） 

 ありがとうございました。ただ今のご説明についてのご意見ご質問は、後ほどの意見

交換に一括してお願いしたいと思います。 

 

 

議題（３）各交通事業者等からの説明 

 

（岸座長） 

続いて議事の３番目。各交通事業者等からの説明ということで、本日ご出席いただい

ている交通事業者・団体委員から順にご説明いただきたいと思います。これについても、

ご意見ご質問については後ほどの意見交換の中でお願いいたします。 

ではまず、鉄道の状況等について、JR北海道の小山委員お願いいたします。 
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（小山委員） 

 JR 北海道の小山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、本日こう

いった形で、地域公共交通を検討する会議が、高橋知事はじめ、北海道及び関係の皆様

のお骨折りによりまして、このように開催されたこと、また、その委員の一人として、

参加させていただいたことに御礼を申し上げたいと思います。 

ご案内のとおり当社は一昨年、列車のトラブルですとか、社員の不祥事、さらには保

線のデータ改ざんなど、様々な問題を起こしまして、昨年１月に国土交通大臣から事業

改善命令、勧告命令という大変厳しい処分を受けました。今、全社を挙げて、安全の確

保を最優先に、会社の再生に取り組んでいるところでありますが、先ほど知事のお話に

もありましたとおり、昨年６月にはこの再生に向けて、安全対策等の実行に関して、監

視・助言をいただく、第三者機関として「JR 北海道再生推進会議」が設置をされてご

ざいます。これまで、８回にわたる会議で大変貴重なご意見をいただきますとともに、

今年６月には再生のための提言書をいただきました。その中で総合的な交通ネットワー

クを検討する会議体の設置について提言をいただきましたが、先ほどの知事のお話のと

おり、本会議はそれをも踏まえたものであります。 

また、この提言書には、この会議体には北海道のおかれた困難な状況に対して、前向

きに取り組み、将来、北海道モデルと呼ばれる先行モデルを打ち出すことを期待したい

と述べられておりますので、私としましても、当社の置かれた状況を皆様によくご説明

をし、ご理解をいただいた上で、地域特性に応じた持続可能な地域公共交通のあり方に

ついて、ご提起をしてまいりたいと考えております。 

それでは、資料に基づきまして、地域公共交通に関する当社の現状及び課題について

ご説明させていただきたいと思います。まず、資料を開いていただきまして、資料の１

という番号つけてございますが、私どもの経常損益、鉄道運輸収入等の推移、会社発足

以来、昭和 62 年から平成 26 年までを綴ったものでございます。ご承知のとおり、私

ども JR 北海道は昭和 62 年４月に国鉄の分割民営化で誕生した会社でございます。会

社発足当初から、鉄道事業では膨大な赤字が予想されたことから、経営安定基金という

ものが、設置されまして、その経営安定基金の運用益によって、鉄道事業の赤字を補填

するといった、事業スキームでスタートをしてございます。昭和 62 年には経営安定基

金、当時の国債の 10 年の金利を元に 7.3％の金利で運用するという前提で設置をされ

てございまして、ご覧のように 498 億、約 500 億の運用益が鉄道事業における赤字の

補填に、その中に含まれたということでございます。その後、平成８年に向けて、色々

バブル景気その他もございまして、鉄道運輸収入は伸びましたけれども、８年をピーク

に年々減少し、昨今ではリーマンショックその他、それから高速道路の無料化などの社

会実験もありまして、大幅に鉄道運輸収入が減少するということになりまして、近年で

は 700億を下回る規模で推移しているという状況でございます。 
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一方、経営安定基金の方はご案内のとおり、超低金利の長期化によりまして、運用益

が年々減少し昨今では 250 億を下回る、当初予定された 500 億の運用益の半分程度に

なってしまうといったような状況下にございました。こうした中で、私どもとしまして

は、経営改善を進め、人件費が点線で示してございますけれども、当初１万３千人の社

員でスタートをしましたけれども、この間で色々効率化に努め、社員数も７千人規模に

削減する等々によりまして、人件費を削減するということ。それと加えて、緑のライン

が修繕費でございますが、修繕費もなかなか厳しい中で、何とかやりくりをしながらも

徐々に徐々に減少すると。さらには設備投資についても、先送りし、実施するといった

ような、そういう意味で収支均衡を保つために、大変厳しい経営を強いられたという状

況でございます。そうした中で、ともすると、本来安全のために投資なり修繕をしなく

てはならない状況下の中で、そういったお金が十分かけられず、今日のそういう意味で

安全に対する取り組みに十分なお金が回らないといったような状況をきたしていると、

これは、改善命令でご指摘を受けたとおりというふうに考えてございます。昨今それに

対する支援を賜りまして、それらも含めて安全に対する投資、修繕、これを今後５ヵ年

の計画で着実に実行していくというふうにしたものでございます。資料２が、今申し上

げたところでございまして、こうした状況の中で安全投資と、修繕に関する５年間の計

画を策定しまして、投資について 1,200億、修繕について 1,400億、合わせて 2,600億

のお金をかけて、安全基盤を整備していくということで、今、全力をあげて、その安全

の確保に努めているところでございます。 

しかしながら、このような収支状況の中で、これらの支出をしていくということにな

りますと、ご覧のとおりでございまして、毎年営業損益では 400 億ほどの赤字が見込

まれるということで、そういう意味で大変厳しい経営状況になります。下段が経常損益

等の見通しでございますが、ご覧のとおりでございまして、頼りの経営安定基金、運用

益につきましても 26年、27年につきましては、資金確保のために評価益の一部実現化

によりまして、200億以上の上積みを図ってまいりますが、これとていつまでも実施で

きるというものではございませんので、30 年の見通しでは、この経営安定基金の運用

益にさらに国にご支援をいただいている部分等々含めても 250 億規模の営業外での利

益を確保するのがやっとというふうに考えておりまして、合わせると 150 億の経常損

失が見込まれるという大変厳しい経営状況でございます。平成 30 年までの資金的な追

加支援も決めていただきましたが、この追加支援措置がなくなる平成 31 年度以降は、

当社が自ら設備投資と修繕の資金を確保する必要があるため、より一層の収支改善の取

組を行っていかなくてはならないと考えております。 

資料の３番でございます。これは先般発表させていただきましたが、平成 26 年度の

お客様のご利用の少ない線区の収支状況ということでございます。ご利用の状況につき

ましては、決算の都度、ご説明をさせていただいております。ご覧のとおり、上の図で

ございますが、赤点線が、500人未満。そして赤実線が 2,000人未満ということで、こ
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れらを合わせると私どもの営業キロの３分の２が 2,000人未満という、非常に厳しい線

区を多く抱えているという状況でございます。これに加えまして、今回この 500 人未

満のご利用が少ない線区について、ご覧のとおり営業係数という形で、収支状況を発表

させていただきました。この営業係数というのは、そこの下の注意書きに書いてござい

ますけれども、100円の営業収益を得るために必要な営業費用の指数ということで、国

鉄時代ではよく発表させていただいておりましたが、JR になってこの営業係数を発表

するのは、今回初めてでございます。500人未満という線区に限らせていただきました

のは、これら線区については比較的線内で完結していること。列車等についても、また

がりの列車が少ない等々で比較的費用の配分が容易にできるということで、こういった

数字を発表させていただいたものでございます。なお、鉄道事業計というのがございま

すけれども、全体では 414億の赤字というのが 26年度の実績でございます。また、注

意書きの２番にございますように、今申し上げた 500 人未満の営業費用につきまして

は、本社計画部門などの管理費を含んでおりません。それぞれの直接的な費用を表した

ものとご理解いただければということでございます。営業係数を見ていただいておわか

りのとおりで、８月に線区の廃止を地元にご提案させていただいております、留萌線の

留萌－増毛間、これが 4,161円ということで飛び抜けておりますけれども、以下それで

も 1,000円、要するに 10倍を超えるような線区が、沢山あるような状況でございます。 

続きまして資料の４番。ご利用の少ない列車や駅の見直しということで、資料のとお

りでございますが、今、私ども１日も早い再生に全力で取り組んでいるところでありま

すけれども、一方で、車両ですとか、施設の老朽劣化が著しく進行しておりまして、こ

れらの更新・修繕に必要な資金が不足しているといったような状況にございます。安全

を確保しつつ、事業を継続するためにはご利用の少ない駅ですとか、列車の見直しなど、

様々な見直しを検討せざるを得ないといったような状況でございまして、来年３月に以

下の見直しを実施したいということで、関係の自治体等々にも伺って色々とご説明をさ

せていただいているというところでございます。 

１番として、ご利用の少ない列車の見直しということで、そこに背景として記載して

ございますが、恐れ入りますが３枚、４枚めくっていただきまして、キハ 40 気動車の

老朽化の実態という写真がついてございます。このキハ 40 というのが今私どもの、特

に地方交通路線、ローカル線で主力となっている気動車でございますが、いずれも国鉄

時代に導入した車両でございまして、ご覧のように大変老朽化が進んでいるというとこ

ろでございます。１枚前に戻っていただくと別紙というところで、上段にこの普通列車

気動車の車齢が書いてございまして、ご覧のとおりで、この青で示したのがこのキハ

40という車両でございますが、すでにもう 30年以上経って、全体で 140両ございます

けれどもこのような状況になっているということで、下に車両故障の発生状況なども記

載してございますけれども、年々その故障も大変多くなっているといったような状況下

で、いずれにしましても一部これらの車両については、もう安全を考えると運行ができ
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ないといった車両が出てまいりますので、そういう車両は廃車せざるを得ないといった

ような状況でございます。これらも含めて、そういう意味で一部のご利用の少ない列車

についてはダイヤの見直しをしたいということでございます。 

資料の４というところまで戻っていただきまして、今後の取組としましては、このよ

うなことからやむを得ず、気動車で運転する、普通列車の運転をする、編成両数の見直

しを行わざるを得ない状況にあり、このため来年３月には設定本数で 15％程度の見直

しを行ってまいりたいというふうに考えてございます。※印でございますが、これは先

ほどの話でございますけれども、それ以外にも鉄道施設、橋梁、護岸、トンネルなどの

老朽化が進んでおりまして、これらの対策が今後急務と考えております。 

１枚めくっていただきますと、極端にご利用の少ない駅の廃止についてということで、

背景として記載のとおりで、ご利用実態がほとんどない駅、駅周辺に生活上必要として

いる民家がない駅が多数あるということで、次のページに表の２でそれを記載させてい

ただいておりますが、いずれにしてもご利用実態がほとんどなくても、定期的に巡回し、

施設の維持管理を行っておりまして、人件費のほか、電気代、修繕費等々維持費が発生

しますし、冬には除雪費もかかるという状況でございますので、そういった状況もふま

えて、そういった駅については見直しをしたい、廃止をしたいということで、今、その

計画を作ってそれぞれの関係の自治体の方とご相談をさせていただいているといった

ような状況でございます。 

いずれにしましてもこのような状況で、私どもとしましては、なんとか鉄道を、この

北海道における鉄道を今後とも維持発展させていくためには、特に鉄道の特性というも

のが当然ございます。高速・大量・定時・定型といったような鉄道特性が発揮できる分

野で今後とも鉄道を維持発展させていきたいと考えておりまして、その上で安全にも必

要な資金をしっかりかけて参らなくてはならないと考えております。そういう意味でも

一部事業範囲の見直しなど、今後そういったような抜本的な経営改善にも取り組んでま

いらなくてはならないと考えている次第でありますので、どうぞよろしくご理解のほど

お願い申し上げます。私からは以上でございます。 

 

（岸座長） 

 はい。ご説明ありがとうございました。続きまして、バスの状況につきまして、北海

道バス協会の中木委員お願いいたします。 

 

（中木委員） 

 北海道バス協会から選出されてまいりました。 

帯広で北海道拓殖バスを経営しております中木です。よろしくお願いいたします。 

バスの状況について、資料３－１の４ページをお開き下さい。一番最初に目に飛び込

んでくるのが、赤線で示された輸送人員の推移を表すグラフでございます。先ほどご説
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明がありましたように、昭和 42 年度からすごい角度で下がっております。けれどもよ

く見ると、平成 15 年度からは横ばいになりつつあるというような状況でございます。

このことは、平成 13 年度以降、国の補助制度による事業の見直し等々ありますし、ま

た、平成 19 年度には国の活性化再生法が施行されまして、それに基づく補助制度が見

直されたということもあります。その中で大きいのはやはり地域が主体性をもって、こ

の地域の交通を考えてみるというようなことになりました。各自治体で協議会を立ち上

げて、協議会の中でバス事業者、当然自治体も入りますけれども、利用者等々が連携し

て、その地域の交通をどのようにするかという話し合いのもと、計画を立て、それに基

づいて国から支援をいただく、道から支援をいただくというような形になりました。実

際に利用者の声を基に、どうすればこの地域のバス路線が生き延びられるのかというこ

とを市民の皆さん、町民の皆さんとともに考えて、それを国、道がバックアップしてい

ただいた結果が、このような横ばいの数字になってきているのかなと思っています。 

その上の表ですけれども、乗合事業者数が平成 24年、25年と増えているのは、各町

村でどのような使い勝手のいいバス形態が良いのかというような実証運行で、貸切バス

で運行していたものを乗合バス事業に転換したということで、この事業者数が増えてい

るというような形になっております。そういう意味では、その地域、地域にあった輸送

形態、コミバス、あいのりタクシー等を各自治体、協議会が独自に考えながら、それを

実施していくという、そういう流れになって利用者の掘り起こしというか、利用者を増

やそうというような雰囲気に変わってきているのではないのかなと感じております。で

すからこれがまた、再び利用者数が下がらないように、逆に少しでも増えるような、そ

ういう努力を自治体、あるいは利用者、事業者がともに知恵を絞ってやっていくという、

そういう形になっていったら良いのではないのかなというふうに思っております。 

２つ目には、先ほどご説明のありました都市間高速バスです。ここに表の乗合バス路

線キロが昭和 62 年度から平成 20 年度まで大きく増えておりますが、その大きな要因

は、都市間高速バスが増えたということです。これは高速道路の延伸というのが一番大

きな理由で、この資料にも高速バスの路線網の変化ということで、資料３－２の５ペー

ジに昭和 60 年から示されていますけど、このような形で、だんだんと北海道の遠隔地

というか、札幌を起点にして遠いところまでの路線が延びてきています。釧路も、函館

も、網走もそうです。その間の高速道路の延伸によって時間短縮、それにより事業者と

しても運行回数の増回が可能になってくるということで、多くの利用者がこの都市間高

速バスの便利さを認知いただいて利用者も増えているというような状況になっており

ます。今、新幹線の話も出ましたけれども二次交通の一翼を担う、そういう都市間高速

バスにしなければいけないなということは業界を挙げて考えております。 

それから、貸切バスの関係ですけれども、最近インバウンドをはじめ、貸切バスの利

用が多くなってきております。従前、貸切バスについては、運賃・料金がなかなか上が

らない。それによって色々な悪影響がありました。労働条件の悪化とか、車両の老朽化
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もありました。しかし、昨年４月から国の新運賃・料金体系が改正となって、運賃の収

受が適正な形になりつつあるということで、各事業者についても安全面の強化であると

か、あるいは車両の更新もようやくできるようになって、インバウンドをはじめ、観光

客を迎える体制も少しずつではありますけれども出来てきたのかなと感じております。 

これらの面でこのバス業界、これからもこの北海道の地域交通、あるいは観光、ある

いは都市間輸送についての役割というものは今まで以上に大きくなるのではないかと

思っておりますので、これから色々皆様のお知恵を拝借しながら、この業界がもっと発

展するように頑張っていきたいと考えております。以上です。 

 

（岸座長） 

はい。ありがとうございました。続いてハイヤー・タクシーの状況につきまして、北

海道ハイヤー協会会長の今井委員からお願いいたします。 

 

（今井委員） 

北海道ハイヤー協会の今井でございます。座らせて説明させていただきます。このた

び、委員ということで入れていただいてどうもありがとうございます。おそらくそれだ

け地域の交通にとって、ハイヤー・タクシーの、特にタクシーの重要性が見直されてき

ていると認識いたしております。 

資料４－３に基づいて、北海道のタクシーの現況等について、ひととおりご説明を申

し上げたいというふうに思いますが、先ほど事務局からの資料にございましたように、

先ほどのバスに限らずタクシーもなんですけれども、輸送人員がどんどんどんどん減少

傾向にある。ただ、この数年はほぼ横ばいという状況でございますけれども、資料の１

ページ目、まず、どのくらいのタクシーの車両数が全部であるのかということでござい

ますけれども、平成 26年度でいうと会社数で 290社、約 9,000両くらいのタクシーが

ございます。これは下のグラフで見ますと、平成 14 年度に実は例の規制改革で規制緩

和されまして、相当その事業者数と台数が増えました。特に、地方はなかなか採算が悪

いので増えなかったのですけれども、札幌ではピーク時では２割ぐらいの車両数が増え

たのですけれども、この数年、また先日の新聞にも載っておりました、札幌交通圏が特

措法による特定地域の指定をされたということで、札幌のタクシーがこれから数を減ら

すという議論をしていかねばならないということが新聞で報道されておりましたけれ

ども、都市部ではタクシーが増えて、どちらかというと供給過剰になっているという。

ただ、地方、過疎地に行くと、なかなか採算が合わずにやっていけない事業者が出てい

るというのが現状でございます。タクシーの場合は当たり前のことなのですけれども、

助成金、補助金とかございませんので、経営については全て会社の自己責任でやってい

るという観点から、そういうような現象が起きているというふうに思います。全道で約

9,000両ぐらいの車があるのですけども、２ページ目見ていただいてもおわかりのよう
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に、その内約 6,000両が札幌に集まっている。札幌交通圏というのは札幌市、北広島市、

江別市、石狩市この４市で札幌交通圏というタクシーのエリアになっているのですけれ

ども、ここで全道の約６割くらいのタクシーが集中をしているということでございます。 

その３ページ目、４ページ目については、特に４ページ目はどんどん収入が下がって

いるということでございますけれども、下の方のグラフで総収入で見て、全道でだいた

い、マーケットといいますか、市場規模で 700 億円くらいの年間市場規模でございま

す。この資料の後の方に出てくるのですけども、この内約 500 億円弱、４百数十億円

が札幌ブロックの営業収入でございます。したがって、先ほどから何度も言っています

ように、札幌に集中をしてきているということでございます。 

６ページ目は会社の規模でございますけれども、地方に行くと、５台ですとか、ある

いは３台ですとか、10台以下の規模の会社が非常に多く、会社数で言いますと、10台

の会社が約全体の４割くらい、30台までは３割くらいということで、中小というより、

どちらかというと零細に近い事業者が全道の中では占めているということでございま

す。 

あとの資料は、乗務員の労働時間が長いですとか、あまり嬉しくない資料なのですが、

８ページ目にあります、下の方にあります、運転者の平均年収ということで平成 26 年

度で約 253 万円、これは北海道の平均なのですけれども、ほぼ札幌がこれに若干多い

かなというぐらいです。先ほど言いましたように、特別措置法に基づいて、現在札幌の

タクシーの台数を減らすというような法律に基づいた作業をやることになっています

けれども、これは一番の目的は、こういった乗務員の過当競争によってもたらされた乗

務員の賃金を改善していこうというのがメインでございまして、このためにこれから３

年間の期間を定められているのですけれども、そういうことで改善をしていくと思って

おります。 

あとは、最近あります福祉タクシーですとか、そういったことについてございますけ

れども、13 ページ目に夢大地ガイドタクシーが載ってるのですが、これは札幌市、北

海道観光機構と連携しまして、ガイドタクシーというか、グレードの高いドライバーに

運転の講習をさせて、ある試験を受けさせて、そういったのを認定している。こういっ

たものをどんどん増やしていこうというような、いわゆるそういったサービスの改善を

今現在しているということであります。これによって、インバウンドだとかそういった

旅行者の利用も増やしていこうというふうに考えています。 

あとは、資料は後ほど見ていただければと思うのですけども、先ほども言いましたよ

うに、北海道はタクシーというのはやっぱり需給のミスマッチが起きていて、都会に行

けば供給過剰があって、過疎地と言いますか、人口減少に悩む地方に行くと事業として

成り立たない、空白地区が出ているということで、それで、先日の新聞に、政府の規制

改革会議が白タクもありじゃないかなんていうことが載っていたんですけれども、これ

は今シェアリングエコノミーということが言われてまして、それの１つがホテルでいう
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と民泊、もう１つがタクシーでいう白タクなのですけれども、これはいわゆる過疎地で

タクシーのないところに、いわゆる自家用車で簡単に人を輸送できるようにしようとい

うような仕組みを考えようということなのですけども、実は我々の業界としては、一番

問題なのは安全をどうやって担保するのか、そこがしっかりされてないものですから、

我が業界としては、そういった安全にしっかり担保されてないということで、一種の白

タク行為じゃないかということで、現在全国的に実は反対をしているところでございま

す。タクシーの現状として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。続きまして航空輸送の状況等について、北海道エア

ラインズアソシエーションの中島委員お願いいたします。 

 

（中島委員） 

中島でございます、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと皆様が聞きなれない、

エアラインズアソシエーションという組織なんですけども、北海道に乗り入れているエ

アラインで LCC を除く、いわゆるフルサービスキャリアといわれている航空会社で構

成する組織でございまして、私は日本航空の北海道地区の責任者でございますけれども、

このアソシエーションの中には、全日空、UA、エバー、中国の航空会社等が入られて

組織をされている業界でございます。それではそのあたり議論された内容につきまして、

座らせていただいて、お話をさせていただきます。私の方は特に資料等はございません

ので、口頭でお話をさせていただきたいと思います。 

まず 2015年度の４月から９月までの上期のいわゆる北海道発着路線、道内全てのお

客様の旅客数の動きといたしましては、対前年、対 2014年度で、全体のお客様の数は

だいたい 120 パーセント台ということで非常に需要は旺盛に推移しています。そのう

ち純粋な国内線といわれているところにつきましては、前年並みか、それを若干上回る

程度で推移していると。つまり、二桁台に押し上げているのは、やはり国際線の乗り入

れで、いわゆるインバンドと称されるお客様の数がやっぱり 150 パーセント台で伸び

ているところから、全体を大きく押し上げているというところが見て取れるかと思いま

す。今日の私のお話はキーポイント、そのインバウンドのところが１つ中心になると思

います。 

地域公共交通に関する課題、航空の面からということで４点ほど課題をお話させてい

ただきたいと思います。まず１点目は、新千歳空港の深夜、早朝時間帯の発着枠拡大関

連ということで、地上交通の整備を伴った航空政策の必要性について、これがまず第１

点目になります。新千歳空港の深夜、それから早朝の時間帯の発着枠については、先月

の 15 日から拡大されました。まずは臨時便、それからチャーター便の受付が開始され

ており、来年度のいわゆる夏ダイヤということからは、定期便にも拡大されると、こう
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いうことになります。国内外の航空会社がお客様、旅客のニーズに合わせて臨時便、そ

れからチャーター便を設定したり、定期便ダイヤをフレキシブルに、フレキシビリティ

を直に持たしたりとすることが可能となりました。これはお客様の利便性向上にも資す

るため、こうした動きを歓迎するとともに、この場をお借りしてご尽力いただきました

関係の皆様に御礼を申し上げる次第でございます。一方、深夜、早朝のいわゆる空港ア

クセス、地上交通の整備を伴うことが、こうした各航空会社の対応が促進される前提と

なることは間違いなく、いわゆるその地上の交通の事業者様、鉄道、それからバス等々

による空港アクセス整備を何らかの形でバックアップすることが、やっぱり行政の皆様

も含めまして積極的にこれは対応をしていただきたいということでございます。これが

まず１点目の、地上交通の整備を伴った今後発着拡大の中における航空政策の必要性に

ついてでございます。 

２点目でございますけれども、続きましてやっぱりインバウンドに絡むところですが、

外国航空会社、本邦航空会社ではない、いわゆる外国航空会社の新規、チャーター便、

これらの北海道内への就航におけるグランドハンドリング体制の強化についてという

ことで、１点あげさせていただきます。これは、国内の航空会社につきましては基本的

には、自社の事業計画に基づきまして、また必要なバッファも加味した上で自社のグラ

ンドハンドリング体制、すなわち地上のお客様対応というのを構築しております。外国

航空会社各社による新規、それからスポットの単発のチャーター便等の乗り入れ、就航

時のグランドハンドリング、地上のお客様対応については、いわゆる本邦系の航空会社

が最大限の協力支援をしてきておりますけれども、必ずしも全ての外国航空会社の便の

受託ができていないという状況が発生しています。これは人員の数による問題等々でご

ざいます。国内外の航空会社につきましては、2020年までに来道外国人 300万人の達

成に向けて、それぞれそういった就航に向けての努力を継続していくという考え方につ

いては間違いないのですけれども、一方そういった民間の航空会社の企業努力に加えて、

やはり行政の皆様から資金面、それから人材面、それから政策面で、最大限のバックア

ップをこの部分についてお願いしたい、こういうことが第２点目でございます。 

それから、続きまして第３点目ですけども、道内の地方空港における国際線関連の機

能、それから施設の充実、向上についてという課題でございます。インバウンドの需要

につきましては、新千歳空港だけでなくて道内の地方空港を利用する動きも活発化して

きております。これは、新千歳空港のキャパシティが非常にだいぶオーバーしていると

いうところからもございますけれども、地方の空港に移動する動きが出ております。こ

うした中で、一部の道内地方空港においては、国際線関連の機能や施設が現行の旺盛な

需要に追いついていない、適合していないということが見受けられます。具体的には通

関、それから出入国審査などの能力、キャパシティ、こうした施設周辺のお客様がお座

りになったりする椅子の数に至るまで、改修や改善が必要な空港が存在しています。例

えば旭川ですと、出入国審査後に搭乗口の周辺の椅子の数が 100 席ほどしかなくて、
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一部のお客様は立ったままボーディングを待つ状況にございます。また函館は来年の

11 月に運用開始に向けて国際線エリアの施設改修の決定を発表いたしましたけれども、

現段階ではチェックインカウンターが３つしかございません。複数人の同時チャックイ

ンというのは現段階では困難な状況にはあります。また搭乗口の周辺が非常に狭く、椅

子の数も足りないので、また増設も面積が狭いために不可能と、こういう状態となって

おります。それから、北見、女満別の方ですけども、こちらは国際線の施設がそもそも

ないというところで、チェックインカウンターが国内線と共用のために、国内線の定期

便との同時の対応ができないと、こういうハンディがございます。また、CIQ、出入国

審査につきましても、国内線施設を一時的に仕切って使うために、国内線定期便の運航、

それから定時性の確保に支障が生じかねないと、こういう状況が女満別の空港で発生し

ています。こういったことから、外国人のお客様、旅行者が道内地方空港を利用する際

にストレスを感じない機能、設備に改善していくことが、やはり 300 万人という目標

に向けて、北海道の先駆性を向上させるために必要だというふうに考えております。こ

れが３点目の道内地方空港における国際線関連の機能、施設の充実向上についての課題

でございます。 

最後、長くなりました４点目ですが、道内外の航空ネットワークの維持に向けた道内

発旅行需要喚起の必要について。これざっくばらんに言いますと、インバウンドは非常

に旺盛なんですけども、アウトバウンドももうちょっと頑張らなければいけないという、

これは航空会社の収支に関わるところなんですけれども、旅行需要の喚起の必要性につ

いてということで、ちょっとお話をさせていただきます。道内外の航空ネットワークに

つきましては、現在旺盛なインバウンドの需要に支えられて、また、今後においても外

国人の北海道の来訪者のさらなる増加が大きく期待されているところです。一方、こう

した外国人の旅行需要というのは、ご存知のとおり為替の変動や、世界的なイベントリ

スク等の影響を受けやすく、定期に航空路線を安定的に維持発展させていくために、道

内から道外へ、これは国内線、国際線共に、旅行需要の喚起が大変重要となってくる。

いわゆるツーウェイツーリズムといわれているものでございます。元々、航空路線につ

いては航空会社の立場からお話をさせていただきますと、往路復路、両方向の一定の需

要に支えられた路線の全体のやはり収益の確保が安定した事業運営の大前提になりま

す。全国を上回るスピードでの人口減少や、航空移動を利用しない高齢化が進むといわ

れている北海道において、やはりこれも行政と民間が共同して道内発の国内、それから

海外旅行の需要喚起に向けた取組を強化することが、北海道における航空ネットワーク

の継続的な維持に必要不可欠だと思っております。今、新千歳空港に集中しがちな国際

航空路線の地方分散化のためにも、こういった道内外の航空ネットワークの維持に向け

た道内旅行かつ需要喚起の必要性ということが重要になってくるかと思います。以上、

課題４点をお話させていただきました。長くなりました。以上です。 
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（岸座長） 

 はい。ありがとうございました。以上、道からは本道の交通全体の状況、そして交通

事業者団体の委員からは、それぞれの協会の状況についてご説明いただきました。 

 

 

議事（４）意見交換 

（岸座長） 

これを踏まえて議事の４番目の意見交換に入りたいと思います。先ほど冒頭で事務局

からご説明あったとおりで、今日の第１回目の会議における意見交換の論点は２つあり

まして、１つは本道の地域公共交通網を巡る課題は何かということで、これの認識を共

有したいということ。もう１つは将来の地域公共交通網に影響を与える要因は何かとい

うことについて意見交換をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

では、初めに石井会長からお願いいたします。 

 

（石井会長） 

私の方からは、今の岸座長の課題と仰ったことからちょっと外れるかもしれないので

すけれども、問題提起をさせていただければと思います。この場をどう認識するかとい

うことですが、まさに問題認識の共有化ということです。共有化できた問題認識があれ

ば何らかのいわば方向性が描けるのではないかということがこの会に課せられた流れ

ではないかと考えているのですけれども、その意味でいうと問題認識を共有化できる情

報公開なり、開示ということについて若干ちょっとお願いも含めて最初に申し上げたい

と思います。JR 北海道は今回収支が厳しいところの営業係数までもお示していただい

て、格段に開示レベルを上げておられるという状況は十分承知しているのですけれども、

率直に申し上げてまだそれでも、本当に問題認識を道民全体に共有してもらえるという

意味からいうと開示が不十分ではないかということを率直に申し上げたいと思います。

路線別の営業係数につきましては基本的には同じものさし、どこでコントロール等する

かということについてのあんまり厳密さということよりも、全路線をきちんとお出しい

ただくというようなことも必要だと思いますし、過去の変化についても、やはり事実の

認識ということではどうしても必要になりますので、ぜひそういったものの開示をでき

るだけ早くお願いしたいということが全体の１つでございます。 

それと経営改革への努力、道筋というようなことに関しても、国の支援については、

永続的にどこまでも得られる性格のものではないというのは当然のことだと思うので

すけれども、会社の性格上どうしてもそういったことに対するいろんな見方、甘え等も

ないわけではない現実もございますから、そこについてもある程度どういったことがボ

ーダーなのかというようなこと、なかなか難しい面があるかもしれませんけれども、少

し整理をしていく必要があるだろうということ。それにも関わる話なのですけれども、



22 

 

元々の設定でいうと経営安定基金の運用益が一定程度あるという前提のなかで JR貨物

との線路使用料いわゆるアボイダブルコスト方式というようなことで、本来的なコスト

を JR 貨物が負担しなくてもいいというルールになっていたかと思うのですけれども、

現状の JR 北海道さんの状況から言うと、そういう負担、状況というのは極めて無理、

むしろ現実離れした状況になっているというようなことで、逆から言うと JR貨物に対

する線路使用料の適正化みたいなことがどこまでできるのかということをきちんと明

らかにしていただく必要があるんじゃないかということ。これも大変難しい問題なので

すけれども、ある意味ではやっぱりそこが見えてこないとなかなか具体的な改正云々と

いうような議論が個別的に出てきても、全体に対する理解はなかなか進まないところが

率直にあるのではないかと。同じように新幹線開業というようなことが JR九州の例を

見たらそのことが企業のある種爆発的な発展に繋がっているケースがあって、それに対

して JR北海道がどこまで努力されるのかというようなところもなかなか見えてこない

現実がございますので、ぜひそういったところの姿を見せていただくことを議論の前提

にさせていただきたいというようなことをお願いしたいと思います。 

バス等についても、都市間高速バスのご説明ございましたけれども、やっぱりいわゆ

る生活路線と都市間高速バスの状況は全く別の状況がございますので、その辺もきちん

と情報を見せていただきながら適切な議論をさせていただければと思っております。そ

して、全体のネットワークの問題を考えるとまさに競合と協調という両面がございまし

て、例えば JR と高速バスというのはどちらかというと競争の側面が強い面があって、

これは極限的に言うとどっちを残した方が合理的かみたいな議論まで場合によっては

あり得るのかなということでございますし、逆に言うともう少し一歩下がって協調でき

る、上手くお互いに補完したりトータルとして集客を広げるという可能性、この部分を

やはりきちんと議論していかないと減るだけ、どんどん少なくなるゼロサム、もちろん

厳しい状況があるところについては手当をどう考えるかという議論はございますけれ

ども、やっぱりパイをどう増やせるか、増えるかというようなところもできるだけ色々

な議論ができればありがたいと思っております。プラス云々というのはさっき挨拶でも

申し上げましたが、その辺は付加的に色々と議論するべきことだろうと思いますので、

ちょっと今日の私の話は前提条件に近い話でございますけれども、お願いというような

ことで話をさせていただきました。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、吉見先生、JR 北海道再生推進会議の

委員としてもご参加されておりますけれども、ご発言をお願いいたします。 

 

（吉見委員） 

はい、ありがとうございます。遅れて参りまして申しわけありません。吉見でござい
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ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

論点として今日は２点、課題それから要因といったことをということでございますが、

まず今ご紹介ございましたように再生推進会議が JRの方にございまして、先日、中間

の提言書を出すということをやってございますけれども、その中で地域の交通について

検討する会議体、そういう場を設けた方がいいのではないかという提言があり、そうい

うことを受けての今回のこの会議の設置であると理解をしております。従いまして、ま

ずは JRの問題というのが１つきっかけになっていることは否めない問題であろうかと

思っております。JR の問題と言いますのは経営のこともですが、様々な事故等が重な

ったということもあり、その中で JR北海道が安全投資に最優先で資金を投下せざるを

得ない、それを求められているという環境の中で、経営が大変になってきているという

のはこれはまた事実であります。 

ただ私は JRの経営の問題ということと、それから今回、特に議論をされております

北海道内の路線の維持等の問題、これとを直接的に結びつけることには、私見としては

賛成できかねるというところがございます。と言いますのもこれは現在全ての、全国の

どの鉄道事業者にいたしましても、それが大きな鉄道会社、例えば収益的に良い会社で

あっても、そのことと関わらずやはりローカル線の維持ということがもうできなくなっ

てきている、そういう現実がございます。JR はもともと現在の路線を維持していくこ

とを前提として国鉄から分割民営化されたという経緯があるわけでありますが、しかし

ながらこの間約 30 年経っておりまして、この 30 年の間の交通状況の変化というもの

を全く無視した形で、30年前の枠組みをとり続けるということは、これは JRにとって

は困難な状況になっている。それは JR 東日本でも JR 西日本でもあるいは JR 東海で

も同様でございます。JR 東海は片やリニア新幹線を自社資金で作るという方向を示し

ながらも、JR 名松線の災害による不通を復活させるということの資金は出せない、地

元の協力がなければ出さないということで、地元からの資金等の投与があり、これは工

事が再開されたという例もございます。例え、それが本州の JRであっても同じことが

起こっている。あるいは大手私鉄でも名古屋鉄道や西日本鉄道においてはやはりローカ

ル線の一部を廃止するということ、この様になってきている。そういう状況が全国的に

ある中で JR北海道だけあるいは北海道地区だけが旧来の路線を守り続けられるという

環境は、経営問題の良し悪しとは別にしても、客観的状況として、今、日本の状況が許

していない。私としては残念なことではありますけれども、これが現実であります。し

たがって経営の良し悪しということを別にしても鉄道事業をこのまま続けていける路

線なのかどうかということを考えねばならないことが全国どこでも起こっているとい

うことであります。そういう中で、その路線問題がたまたまこういうタイミングで出て

きておりますので、JR の特に JR 北海道の経営の悪化という問題とどうしても結び付

けられるわけでありますけども、JR 北海道はもとより最初から鉄道事業では収支が合

わないことがわかっていてスタートした会社でもありますので、これを鉄道事業を黒字
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にするために路線を廃止するということはあり得ない。ほとんど廃止しても黒字になら

ないわけですから、そういう意味ではまさにどれくらい地元にとってその鉄道が本当に

必要であるのかが重要になる。その必要というのにも色々あると思います。これはまさ

に地域住民の足、地域の足としての必要性という観点もあると思いますし、また一方で、

これとは全く別に経済的な問題、すなわちよく言いますが、地図から町が無くなる、線

路が無くなることによって、駅が無くなることによって、地元の経済に与える影響、こ

れは鉄道輸送の問題とは別の問題として鉄道の必要性ということがしばしば主張され

る面でもあります。こういったことを少し整理をして、どういう面でその鉄道が必要と

されているのか、あるいはされていないのか。輸送といった観点からどれくらい本当に

この機能を今果たし得るのか、将来果たし得るのか。あるいは現に道路の整備やバス網

の整備に、あるいは航空路を含めた交通機関の整備ということが進んでいるところでも

ございますので、まさにそういういった様々な公共交通機関の北海道における分担のあ

り方と、あるいは組み合わせと言っても良いかと思いますけれども、そういったことを

もう１度考えてみようということがまさにこの北海道における地域交通を考えるとき

の課題であるというふうに考えるわけであります。 

そのときに影響を与える要因として考えるべきことは、１つにはもちろん人口問題で

あります。この間、北海道の人口が減り、あるいは今後も大きく減っていくということ

がわかっているところでありますので、そういったことももちろん要因として検討しな

ければなりませんし、また北海道というのは大変広いですので、北海道を一括して議論

するのはそもそもなかなか難しいものがある。それぞれの地域において抱える課題も違

いますし、交通上の課題も違います。従いまして、それを適切にある部分、区分する必

要があるであろう。北海道全体で一括した仕組みを作るというよりも地域ごとに場合に

よってはその地域に合った仕組みを作らねばならない。そのためにはどういうエリアで

この交通、まさに地域の交通を考えるのかというそのエリアを検討するということも課

題でありまた影響を与える要因であろうかと考えております。 

さらに三点目といたしましては、先ほど少し申し上げましたけれども、鉄道を本当に必

要であると、その必要だという理由はなんなのかといったことを考えた時にそれでは今

後もそれを存続させていく、あるいは継続していくための手法と言いますか、方法はど

ういうことがあるのか。単に JRにそのままの経営、今までどおりの経営を任せるとい

う、なんとかやってくれと言うだけではなくて、それ以外の方法でもってこれを存続し、

あるいはコストを下げ、あるいは乗客を増やすという方法はないのかということをそれ

ぞれについて、その地域ごとに検討する必要があるだろうというふうに思います。これ

につきましては、具体的にここでお話しする段階ではないだろうと思いますけれども、

既にここまで北海道でも様々な可能性というものが検討されてきたところであり、しか

しながらそれを深めること無しにと言いましょうか、実現に至らずにここまで来ている

ものもあります。それは様々な難関と言いましょうか課題があるからですけれども、場
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合によってはそういう課題を北海道全体の力と知恵でもって解決をしていく、そういう

壁を破っていくというそういう努力を一貫してやっていかなければならない。その場合

にはもちろん行政体もそうでございますし、あるいはそれぞれ地域の地元の協力をどう

いうふうにして進めていくのかということも要因と課題なのかというふうに考えるわ

けであります。私からは以上です。 

 

（岸座長） 

 はい。ありがとうございました。続いて同じく JR北海道再生推進会議にご参加され

た道商連の高向会頭ご発言をお願いいたします。 

 

（高向参与） 

 実務的な面からの話になりますが、JR 北海道は不採算路線が重荷となって赤字経営

となっている。そのために老朽化した車両を使っています。枕木のコンクリート化が遅

れています。保守修繕に十分資金を回していません。そのような中で、我々はよく記憶

していますが、石勝線のトンネルで大きな事故がありました。大沼駅で貨物列車が脱線

事故を起こし、そしてそれに関連して検査結果の隠蔽が露呈しています。さらに青函ト

ンネルで事故が起きて大勢に迷惑をかけています。その間に現役の社長が自殺していま

す。元社長も自殺しています。これは異常事態であります。JR 北海道は再生手術が必

要であります。JR 北海道の第三者委員会はこのままでは重大な事故が起こる、だから

経営の上で選択と集中をしなければ駄目だとしてきています。JR 北海道はそれに従っ

て、対策として一部路線の廃止、減便、駅の無人化・廃止を発表しています。これは同

情すべきものであります。もちろん JR北海道に対して情報の開示、経営内容の開示を

もっと進めよということを言いたいと思います。そして JR北海道自身が赤字体質脱却

のために自分でできることをもっとすべきだと、経営努力をすべきだということも言い

たいと思います。しかし、それだけでは解決しない。我々の今、目の前にあるのは、鉄

道交通と道路交通を一体的に見ていくことが必要だと思います。路線を廃止するために

は、代替バス路線を用意するということが必要になると思います。そういう全体のフレ

ームワークの中でこの会議が総合的にこの北海道の中の鉄道、あるいは道路交通、ある

いはその他の交通を議論していく必要があると思っております。以上。 

 

（岸座長） 

はい。ありがとうございました。ここで高橋知事が公務の都合で、ご退席されなけれ

ばなりませんのでここで今後の議論にあたっての知事のお考えについて、コメントをお

願いいたします。 
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（高橋知事） 

 申し訳ございません。ちょっと次の会合がございますので、失礼させていただきます。

その前にここまでいただいたお話などを踏まえて私の思いをお話しできればと思いま

す。なお、次回以降も当然会議には出席をさせていただき、フォローさせていただけれ

ばと思っております。 

冒頭に岸座長から厳しいことも議論をしなければならない会議であると覚悟を決め

ているというお話しがございました。三方皆良しということにはならないかもれない、

三方一両損という大岡越前のお話の言及もあったところでございます。その後、JR 北

海道をはじめ各交通関係の委員からそれぞれの課題、現状等についてお話がございまし

た。JR 北海道の厳しさというのは、私も再生推進会議でもお聞きをいたしておりまし

た。大変、今目の前が大変であるのはよくよく理解をいたしました。また一方で、バス

業界は大変厳しいのでありますが、ここ数年にわたって利用者、事業者そして行政も入

った形での地域の協議会の場で様々な議論をされ、バス路線維持等について知恵を出す

ことによって、一応輸送人員というのが横ばいを維持しているというお話。またそうい

った中で、これは航空会社様々でもあるのでありますが、インバウンドの増加というこ

ともあって需要について少し厳しさからちょっと明るさというような話もあったかと

理解をいたしたところであります。そしてそれぞれのお話しもあったと思いますが、私

は JR北海道の大変さということの中で、今回のこの会議にも至ったという経緯はその

とおりだと思っておりまして、今、目の前の状況の厳しさについて、常務からお話しが

ございましたが、ただ私どもはここ数年の問題だけではなくて、やはりその先５年 10

年先の道内の様々な交通の状況、これは鉄道を含めて考えていく必要があるのがこの場

だと思っているところでございまして、そういった意味では、次回以降は JRのその５

年先以降の緊急時の期間の後についても、ご本人様はなかなか仰れないとすれば、他の

方々からの色々なご意見というものもいただければなというふうに思う次第でありま

す。インバウンドが重要だということは、本当にバスの状況なんかも踏まえてそのよう

に思ったわけでありまして、人口減少が進む中で、それを補完する形の経済活性化を図

っていくために、やはり観光振興の重要性を改めて認識をいたしたところでございます。 

色々とまだまだ申し上げたいところはあるわけではございますが、石井先生あるいは

他の皆様方も仰っておられたとおり、情報開示ということは大変重要だということは大

前提として、JR の問題からスタートしたこの検討会議ではございますが、バス、ハイ

ヤー、航空そして多分道路の話もこれからあるかと思うわけでありますが、そういった

相互の、広大な北海道の中における公共的な交通手段相互間の役割分担のあり様、ある

いは相互補完の組合せのあり方、そういったことをぜひ幅広くご議論をいただける、そ

ういう場にしてもらえればと思います。そういったことの先に今懸命に JR北海道が国

のご指導を受けながら、そして私どももアドバイスをさせていただきながら進めておら

れるこの緊急の安全そしてコンプライアンス対策ということが、もう１年はだいたい終
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わりましたので、もう４年というとすぐであります。その先の鉄路そして他の交通ネッ

トワークとのあり方の議論の中で JR北海道がこれからどのように北海道民とともに歩

んで行っていただけるか、夢のある話もまたこの場でもいただければと、このように思

った次第であります。まだまだ言い尽くせないところがあるわけでございますが、申し

訳ございません、今日はこれぐらいで私は失礼させていただきたいと思います。ありが

とうございました。 

 

（岸座長） 

ありがとうございました。それではここで高橋知事におかれましてはご退席されます。

どうもありがとうございました。 

それでは、また引き続き意見交換を行いたいと思いますが、続いて自治体の委員の皆

様からご発言お願いしたいと思います。まず帯広市長の米沢委員お願いいたします。 

 

（米沢委員） 

 帯広市の米沢でございます。よろしくお願いします。 

まず私からは十勝帯広の公共交通の現状について簡単にお話しさせていただいて、そ

のあと地域の課題、対応策、最後に将来の地域公共交通網に与える要因について、この

３点を簡単にお話ししたいと思います。 

まずご案内の帯広市でございますが、十勝管内 19 市町村で形成されております、十

勝定住自立圏の中心地でございます。昭和 62 年に士幌線、広尾線そして平成 18 年に

旧池北線のふるさと銀河線、これが廃止となる前は鉄路でほぼ全てのこの 19 市町村が

結ばれていたという地域であります。現在は廃止になった路線をバスが補っているとい

うことで、十勝管内は鉄路もしくはバスで結ばれているということであります。あと空

港がございます。これは十勝帯広空港でありますが、東京線が毎日７往復飛んでおりま

す。それから名古屋線が８月の季節便として週４便運航されているということでありま

すけれども、帯広空港と道内各空港を結んでいる路線はありません。そういう状況であ

りますが、平成 26 年の定期便の利用者数が昭和 56 年の開港以来最高となりました。

これでも 58 万人強なのですけれども、過去最高になりました。先ほど中島委員からお

話がございましたけれども、空港が手狭であるということで、現在空港の拡張の準備を

進めておりまして、今、実施設計に入っているところであります。ここにチャーター便

が入ってくる余地が全くありませんので、まるまる今、新しい施設を造り、CIQ も専

用のものを作るという体制の拡充を継続して考えているところであります。 

それから次、帯広市のこれまでの取組でありますけれども、先ほど中木委員の方から

お話しいただきましたけれども、関係機関等で検討委員会、帯広市の地域公共交通活性

化協議会というのを作りまして議論をして参りました。課題が大きく４つございまして、

まず１つ目はバス路線の廃止で農村地区における交通空白地帯の出現があったという
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ことでありまして、これに対してはデマンド交通を運行しました。それから、高校生の

通学手段としてのバス離れが顕著化いたしまして、これについて環境面からアプローチ

する。小学校向けの出前講座などをやっておりますけれども、帯広は実は車が各家庭平

均２台ぐらいなところでして、お母さんが子供を毎朝送ってきてしまうのです。ですか

らバスに乗ってこないのです。実はこの辺の対策も行うことで、何か上手くやるとバス

に乗ってくれるんじゃないかと思うのですが、これなかなか簡単ではないというところ

でございます。それからバスの利用方法がわからないという声が多分にございまして、

これは高齢者向けのバスの乗り方の試乗実施ですとか、目的別の時刻表の作成ですとか

もう色々苦労していただきました。バス業者が各家庭を訪問して色々な話を聞くという

ようなことをやってきました。それから高齢者の外出機会が減っているなと、健康への

懸念ということも含めて、高齢者のバスの無料化による外出それからコミュニケーショ

ン機会の創出をやってまいりました。先ほどご案内いただきましたけれども、昭和 55

年で約 1800万人が使っていたのですけれども、平成 18年で 390万人まで落ちました。

これが平成 23 年が 400 万だったのですが平成 23 年から先ほどのバスの無料化を入れ

てまいりまして、今 400万人から 450万人で 50万増えた。こんなような状況にござい

ます。 

地域交通における認識と課題ということですが、これはもうみなさんおっしゃってい

るとおり人口減少ということで、まず圧倒的に減ってきたなということで。ただ交通弱

者、特に高齢者の足やコミュニケーションの場、これ絶対必要だと思いますし、まちづ

くりのベースになるというふうに思います。実は無料バス券をやってから失敗してもい

いから簡単に乗ってくるようになりました。すぐ降りればいい。お金取られないから、

ということで。それから、バスの中で色々な会話が出てきているということをバスの運

転手さんから伺っています。それから街中でカラオケやりながら、昼ごはん食べに来る

というのが交通費がタダだというだけでずいぶん出てくるようになりました。そういう

ことでやはり何か需要があるのだなということを改めて感じております。 

３つ目はインバウンド、交流人口の取り込みがやはり必要かなということを改めて感

じているところであります。先ほどの JRのお話しになりますけれども、帯広市の交通

網は全部 JR駅に繋がっています。地方からのバスも全部 JR帯広駅です。ですから JR

の存在、それからその信頼感そういうものもやはりすごく重要だなと今、改めて感じて

いるところでございます。地域公共交通網を考える上で JRの鉄道網の安定的なかつ安

全な運行ということは欠くことができないだろうなと感じていることころであります。

ひがし北海道周遊ルートというのを作っていただきましたけれども、やはりそれぞれの

空港からの移動に JRが非常に重要かなと、バスも重要ですけれども、その辺の住み分

けというのが大変大切かと思います。 

最後に、石井先生からちょっとお話しありました情報の件でありますけど、実は小さ

なことでありますけれども、帯広空港というのは市の管理空港でございまして、私、市
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長になった時に空港ビルディングというのが別にありました。こちらは商工会議所が中

心でそちらからずっと社長が出ておりました。それで私の方は帯広市の空港会計を担っ

ていて、下の方を経営しているのですが、これだけでは分からないのですよ。それで帯

広空港のビルディングの方の社長を私は取りにいきました。それで２年目から、実際自

分の中で（空港ビルディングと帯広市の空港会計の）コンソリ（連結）の PLと BSを

作りました。それから、キャッシュフローシートも作ってみてどこが損益分岐点なのか

というのを上下一体でやってみると何が必要かはっきりと見えてきました。先ほど石井

先生おっしゃっていましたけれども、情報って実際こういうことじゃないかなと。帯広

市も株主になっていましたからそんなのものはできたんじゃないのと皆様は思うかも

しれないですけど、これができないです。なかなか。ですからこれからの議論ですけれ

ども、色々な面で情報、それからどう考えているのかという本音のところをきっちりと

表に出しながら議論していくと、見えないものが見えてくるのかなと感じながら先ほど

お話しをうかがっておりました。ちょっと長くなりましたが以上です。 

 

（岸座長） 

はい。ありがとうございました。つづきまして、大空町長の山下委員お願いいたしま

す。 

 

（山下委員） 

 はい。私は大空町の町長でございますけれども、オホーツク管内という土地柄をまず

少し説明をしていきたいと思います。先ほど、冒頭での挨拶の中に、知事から、新幹線

の話でありますとか、インバウンドの数の増加という話もありましたけれども、最近、

私どもの地域では、北見西インターと訓子府インター、約 12 キロが高速交通網が開通

をしたという話題がありました。喜ばしい話ではありますけれども、一方ではまだまだ

繋がっていないところが、十勝からオホーツクにかけて、オホーツクの中でもというこ

とで、まだまだ途切れ途切れで高速交通網が繋がったという実感がないのが私たちの地

域であります。また、JR さんの経営の問題から最近提案をされておりますのは、石北

線の駅の無人化でありますとか減便、さらに釧網線の減便や、さらには観光列車の廃止

というような話題ばかりでございます。さらに管内の空の玄関であります、私どもの町

にあります女満別空港、北海道管理空港でありますけれども、最も乗降客が多かった時

は 115万人、現在が約 70万人半ばという状況になってございます。私どものところは

遠隔地にありますので、新千歳空港に７便、東京に５便、さらに中部国際空港に１便、

それから関西空港が季節便ということで４ヶ月間、伊丹が２ヶ月間ということで運行さ

れているということでありますけれども、ここもオープンスカイ以降、非常に路線とし

ては厳しい状況が続いているという状況であります。 

また、バスの事業者、観光バスの方々については、かなり頑張っていらっしゃるとい
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う姿が見受けられますけども、地域の路線バスというところについては、非常に大変な

状況が続いていて、国の制度の中で、市町村も含めて助成金を出しながら、その運行を

していただいているという状況にあります。 

また、地域のタクシー会社の方々などは、地域のデマンド交通ということで、市町村

とタイアップをした中で、まあなんとか地域の足を確保していただいているという状況

で、従業員の雇用環境でありますとか台数などを見ても、大変な状況にあるということ

が見て取れるかと思います。 

そういった状況がありますので、各市町村は市町村内でその自分たちの地域交通をど

う守るかということで、バス事業者やタクシー事業者、さらには自分の自前のスクール

バスの運行でありますとか、そういったものを駆使しながら、その補完をしているとい

う状況が見て取れます。これらは人口減少社会ということでありますので、ある意味、

利用される方の絶対数が減るという状況でありますので、今後のことを考えていく中で

は、いかに北海道に交流人口を多く呼び込んで、その方々も含めて、地域の公共交通機

関をどのように使っていただくか、そういう視点で議論をしていかなければならないの

ではないかと、そのように思ってございます。 

ただ、私が思いますのは、道路・バス・タクシー・JR・航空、それぞれ今まで成り

立ちもその旅客の対象者も違っておりますので、致し方ないのかと思いますけれども、

その制度やその仕組み、応援する形というようなものが、すべてバラバラになっている

ような気がいたします。先ほどもどなたかお話がありましたけれども、今までは競争相

手という側面が非常に多かったと思いますけれども、これからはその共存の形態という

ものを考えていかなければならないのではないかと思っております。例えば私どもの町

にあります女満別空港はバスの離発着はありますけれども、常時待っているタクシーの

数は２台が限度というようなことになっているようでありますし、JRは僅か 300メー

トル先を通っておりますけれども、接続がされていないという状況であります。女満別

駅もすぐ横を路線バスが通っておりますけれども、100メートル横に駅があるにもかか

わらず、そこのところにはバスは寄っていかないという状況にあって、利用者からする

と非常に接続が悪い。こういったものをどのように埋めていくのかと、交通というのは

繋がってこそ交通になる。それが、人が動き、物が動き、そして地域の経済になるとい

うことを考えると、その交通というものを本当の意味で繋げるということが、これから

の大きな課題になってくるのではないかと、そのように感じているところでございます。 

また、もう少し先の将来ということで考えていかなければならないのは、今も私ども

の町の、先ほど言った空港の乗降客が 115万人とか 75万人とか、またそれぞれの事業

者から輸送人員が何人という話で、ともすれば、その人の数・物の多さだけを論じてき

ているというふうに思いますけれども、もう少しここのところは質であるとか、そうい

ったものも今後は議論していかなければならないのではないかと思っております。例え

ば、一人を運ぶ、これは安い方がいいに決まっていますけれども、人によっては、その
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移動時間をどのようなお金を払って移動するのかと、乗り物に乗るということの楽しさ

というところも、一つの視点として、それに見合った経費を払っていただくという、そ

のサービスの質の向上というところを目指していく、それが単に数だけではなくて、質

の向上を図ることによって、それぞれの事業者さんたちの経営のところにプラスになっ

ていくと、そういうことにつながっていくのではないかと、このように考えますので、

今後そういった議論、方向性も必要ではないかと。さらに先ほどのお話、色々聞いた中

で、私ども行政と関わってきている交通事業者というのは、ごく限られた分野だけだと

思います。地域の公共交通網を支えるということであれば、今後はいかに行政がどうい

った分野でどのような役割を果たしていくか、先ほど言った交通事業者だけの連携では

なくて、私ども行政も含めた連携ということを議論していくべきではないかと、そのよ

うに感じていたところでございます。以上でございます。 

 

（岸座長） 

はい。ありがとうございました。続いて、今金町の中島副町長、お願いいたします。 

 

（中島副町長） 

 町長が不在であるため、思いを託されておりますので、申し上げたいと思います。 

昭和 62 年に国鉄瀬棚線が廃止されて、代替路線として幹線バス路線が運行されてい

ます。国鉄廃止により、改めて公共交通機関の重要性を痛感をしているところでありま

す。住民の移動手段は自家用車が中心となり、せっかくの幹線バスの乗車数が少ないと

いうのが実情であります。しかし、自家用車を持たない、運転ができない、バスに依存

しなければならない住民が多いのも実情であります。さらに町内の実情としては、特に

病院の通院者専用の送迎バスの運行をしてきたところでありますけれども、家族農業の

形態が多く、諸手続や買い物等、市街地への送迎の難しさもあり、コミュニティバスの

運行の機運が高まってきてまいりました。このことから、幹線バスの存続対策、コミュ

ニティバスの機能を有する運行体系の確保、少人数利用形態の対応等を目指す地域交通

を模索し、年次計画で具現化をしてきております。 

目指すは航空機関、主要地域都市、JR 等へのアクセスのために、幹線路線である代

替バス運行路線に連結する支線フィーダーの充実を図ることと並行して、支線フィーダ

ーの運行維持が前述の幹線バスの存続対策などと連動する仕組みとすることを目的に

地域の協議会が発足いたしました。 

地域内のデマンドバスは、平成 24 年度に全町的な人数調査を行い、翌 25 年度に一

部の地区で実証運行調査を実施し、平成 26 年度から本格運行となり、現在他の地区で

も実証運行調査を実施した後に、本格運行へ移行しているところであります。 

この間、交通政策基本法が制定され、交通政策基本計画が閣議決定されており、今後

の交通政策において、特に地域交通に関しては、町づくりと一体となって行うべきとい
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う指針が示され、生活が豊かになるための手段としての交通が求められています。地域

にとっては、真に必要な交通手段と交通のダイヤの見極めは重要ですが、そのためには

住民の生活実態や実際の利用者の声を把握し、丁寧に検討していく必要があると考えて

おります。単純な採算ベースや利用者ではない外部からの評価に依らず、地域の声、地

域の中でも実際の利用者、そこで生活する人たちの実態を拾い上げ、見直しを検討でき

るような体制や仕組づくり、関係者の協力が必要ではないかと思っております。 

交通関係者のみならず、町づくり、地域づくりや福祉・教育部門との連携や、地域内

だけでは解決できない広域的な調整の役割と支援を北海道には期待をしております。 

特に、北海道での JRの存在は計り知れない最重要公共交通機関であることから、歴

史的な経過からも、国への支援を道民総意の声として出していくことが必要であると考

えております。 

外崎町長から以上の点を申し伝えたいとの思いであります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（岸座長） 

はい、ありがとうございます。続いて、浜頓別町の南副町長、お願いいたします。 

 

（南副町長） 

 浜頓別町の副町長の南です。町長不在でございますので、代わりまして私の方から課

題として説明させていただきたいと思います。 

当地域におきましては、昭和 60 年に国鉄興浜北線、これは浜頓別町から北見枝幸に

かけての鉄道です。それと平成元年に JR天北線、これは稚内から音威子府までの線路

ですけれども、これが廃止されて、そこが代替バスの運行をするということで、地域の

生活、交通確保のための取組を実施してきております。 

この旧天北線につきましては、当初１市２町２村の構成で運営しておりましたが、今

年１団体が抜けて、４団体で運営するような形になってきております。このバスの延長

距離が 170 キロと非常に長大路線となっております。この間、運営の中で利用者の減

少や赤字運営、転換交付金についても、その基金は減収の一途を辿っておりまして、先

が見えるということから、平成 25年～26年で国等の補助をもらいながら、将来の生活

交通維持に向けた協議を進めることといたしました。 

この中におきまして、旧天北線は鉄道路線ということで、内陸を回っておりましたが、

なかなか過疎ということで利用人員が減ったことから、オホーツク海側の宗谷岬を回っ

て観光客を取り込むような路線に変更し、利用人員を増やそうという取組を行ってきて

おりますが、利用人員は平成２年から比べまして約６割の減少ということで、減少の一

途を辿っているという状況にあります。 

また、稚内から中頓別という地域については、通院や通学、買い物などで利用してお
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りますが、中頓別から音威子府にかけましては JRへの乗継ぎがほとんどですけれども、

先ほどもありましたように、自家用車の利用が多く、バスを利用する人口が少ないとい

った理由から採算性が低い路線となっておりまして、町としても各自治体で高齢者への

無料パスや、通学の助成を実施しております。しかしながら、採算性は依然として上が

らないという状況になっております。 

転換交付金については、取り崩しながら赤字の穴埋めをしておりましたが、なかなか

先行きが厳しいということから計画を策定しておりまして、今年の３月にその計画がで

きあがったところであります。その路線の再編を行う上で、バスを運行する一方で、JR

への乗り継ぎ利用のため、猿払から音威子府までを予約制の乗合タクシーとすることで

検討を始めました。その中で、広域での３町村の自治体をまたがる乗合タクシーという

ことで、全国でもあまり例がない状況でありまして、これも採算ベースからいくと、か

なり厳しい状況であろうかなというところです。 

そういう検討を行っている中で、何点か課題が見えてきています。バス路線について

は常に赤字であって、国や道の補助金を受けて運行しておりますが、今回の再編では、

自治体としての経費削減はそれほど見込めないという状況であって、既存バスの路線に

関する経費削減の取組の結果、効果に対する努力が報われるような支援制度があっても

良いのではないかなと期待を寄せているところであります。 

もう一点、乗合タクシーについてですけれども、JR から降りた方の観光客だとかビ

ジネス客の他に地域住民が利用するのですけれども、原則予約制ということであります

ので、乗り切れるのかどうかというところが微妙なところで、現状ジャンボタクシー程

度の車両と思っているんですけれども、場合によってはそれを超える利用者もいるとい

うことで、そうなると大型免許を有する者の確保をしなければいけないという課題も多

く見えてきております。 

道内全体を考えた場合、地方の中心都市に近い地域、あるいは JRや幹線バス路線が

走っている町では、それほど大きな問題にはならないかもしれないのですけれども、私

どものような地方の、特に医療圏や商圏など中心都市から離れた地域では、生活自体が

町内はもとより近隣町村だけでは成り立たない状況にあります。そういうところから、

中心都市との輸送手段の確保が不可欠になるというところかと思います。 

そういう中で、採算的に JRや一般路線のバスの維持が難しい状況ということで見直

しがされるとなれば、なかなか地域での生活というのは、ままならない状況にあろうか

というところでございます。こうした地域は、今後道内各地で増えてくのではないかと

思います。公共交通が維持できなければ、地域の存続にも大きな影響を与えると言って

も過言ではないのではないかと考えております。そのようなことから、その可能性を探

る取組を今現在進めているというのが当町の状況でございます。 
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（岸座長） 

はい、ありがとうございました。続いて、ちょっと時間も押してきているのですけれ

ども、参与機関の皆さんからご発言がございましたらお願いしたいと思いますが、いか

がですか。はい、お願いいたします。 

 

（川勝参与） 

北海道運輸局の川勝でございます。既に色々ご指摘やご発言がございましたけれども、

やはり議論をある程度整理していくためには、地域公共交通という大きな括りにはなっ

ているのですけど、先ほど吉見先生のお話にもございましたように、もう少しどういう

分野を議論しているのかということをクリアにした上で議論していくなり、課題なり環

境変化を整理していった方が議論しやすいのではないかという気がいたします。 

通学・通院等の生活交通の明日の議論をしているのか、あるいは先ほどインバウンド、

航空のお話もございましたけれども、そういう交通の議論をしているのかで、まったく

違う議論です。あるいは道内の幹線交通の議論というのはまた違ってくると思います。

そこら辺は少し資料の３－２で環境変化というのをお出しいただいているのですけれ

ども、もう少し整理した上でこういう議論をされた方がよろしいのではないかなという

気がいたします。 

それから、資料３－２の環境変化と書かれているものを拝見しても、交通市場の外的

な与件のような話、例えば人口減少や原油価格についての話と交通市場内の競争してい

る交通機関、モード間で双方が影響し合うようなものとが、色々とあると思います。そ

れから、今、各自治体の皆さまからお話があったまちづくりと一体というようなことか

らすれば、医療資源の適正配置とか中学・高校の適正配置、こういったものを含めた公

共施設、あるいは福祉関係の施設もあるかもしれませんし、それから住宅みたいなとこ

ろの地域をどうするかということもあるかもしれませんけれども、そういったまちづく

りと交通というのは、先ほどお話しもございましたけど、一体で考えるべきで、環境変

化という捉え方とはちょっと違うのかなという気もいたしますので、頭の整理をした方

がいいのではないかという気がいたします。 

それから、もう既に色々な方から今日の議題である課題とか、あるいは影響を与える

要因というお話から、話が発展してきておりますので、少しお時間をいただいて、私ど

もがこういう課題、地域公共交通についてどういうスタンスで見ているのかということ

について申し上げたいと思います。冒頭にお話もございましたけれども、やはり我が国

の公共交通機関というのは、モータリゼーションの進展とか、あるいは人口減少という

こと等々あって、利用者は減少してきており、大変厳しい経営環境でございます。特に

北海道の場合は、元々人口が少ない上に、広域に分散してしまっているということがご

ざいますし、かつ人口減少が全国より 10年ほど早く進んでしまっているということで、

きわめて厳しい環境にあるということかと思います。交流人口の取り込みということも
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重要な課題だと思っておりますが、それを取り込んだとしても、トレンドとしてはやは

り今後利用者が減少していくということを予想せざるを得ないと思います。 

他方で、これも既にお話がございましたけれども、今後の高齢化の進展ということを

見据えますと、やはり自家用車を運転できない高齢者等々ですね、いわゆる交通弱者と

言われる方々の移動手段として、公共交通の重要性というのは、むしろ今後高まってい

くのだろうと思います。今後加速度的に人口が減少していく中で、持続可能な公共交通

を実現していくということが求められているのだろうと思います。そのためにはやはり、

冒頭、石井会長のお話にもございましたけど、あれもこれもということではなくて、各

交通機関の特性をよく考えながら、どういう交通機関を選択していくのかということを

地域において検討していくということが必要だと思いますし、利用者の負担だけでその

交通機関の維持存続が困難だということであれば、地域としてはその交通機関の存続を

図る必要があると考えるのであれば、地域社会としてどのように負担していくのかとい

うことを考えていく必要があると思います。 

一般論として申し上げますと、鉄道の場合は、ご案内のとおりレールもあれば、その

下の路盤もありますし、トンネル、橋もありますし、それから信号施設も、当然車両も

あるということで、非常に色々な構成物から作られている巨大なインフラシステムであ

り、その投資額も維持修繕コストも莫大な額になるということですので、当然固定費が

大きいということになります。そういった固定費を負担できるような大量輸送に向いて

いる。先ほど高速・大量・定時というお話がありましたけれども、大量輸送に向く交通

機関ですので、利用者が少ない区間の輸送は元々鉄道は不得意な分野ということは言え

るのだろうと思います。先ほど申し上げました地域交通についての考え方、これは先ほ

ど自治体の皆さまのご説明の中にございましたけども、一昨年の交通政策基本法、それ

から今年２月には閣議決定されました交通政策基本計画、この中でも示されておりまし

て、地域の交通のあり方について、従来のように交通事業者任せではなくて、地域の問

題として自治体を中心にしてまちづくり、コンパクトシティという言葉も使われますけ

れども、まちづくり等々の施策と連携して取り組んでいくとされております。また、昨

年、地域公共交通活性化再生法という法律も改正をされていまして、自治体において町

づくりとか観光施策等々と一体となって持続可能な地域交通を作っていく、そのための

計画づくりといった仕組みも作られているところでございます。さらに、こうした計画

を作ってシステムづくりをしていく上で、色々なやり方がございます。それは鉄道の上

下分離もあれば、バスへの転換もあれば、色々なやり方があるのだろうと思っておりま

すが、本州等々の地域では色々なやり方が地域で議論をされております。北海道でもご

案内のとおり、江差線での木古内－江差間の部分についてはバス転換がされたと、それ

によって、むしろ病院とか、あるいは高校に直接アクセスできるような、そういうバス

輸送というものも実現されていくということかと思います。 

この会議、先程来 JRの議論がきっかけになって、再生推進会議のご提言を受けて開
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催されたということで、大変そういう意味で道庁が労をとっていただいて、こういう会

議の場をもっていただいたというのは大変ありがたいことだと思いますし、そういう場

に参画させていただけることについても感謝申し上げたいと思います。 

今後、やはり道内の公共交通のあり方について、道を中心に、また関係の自治体、市

町村の皆様、そして JR北海道あるいは交通事業者の関係者の間で十分議論していって

いただくということが必要かと思います。私ども運輸局としましても、事例等をご紹介

するということもできますので、議論が進んでいくようにご協力をさせていただきたい

と思っておりますし、お許しをいただければ、次回先ほどご説明したような考え方とか、

あるいは事例についても、資料でご紹介をさせていただければと思っております。以上

でございます。 

 

（岸座長） 

はい。ありがとうございました。予定の時間を過ぎているのですけれども、40 分に

は終わりたいと思いますので、お忙しいところ申し訳ございません。もうちょっとお時

間いただければと思います。他、参与の皆さんからご意見あれば承りますが、いかがで

しょう。よろしいですか。交通事業者さんから、特段何か言いたいことがございました

らお受けしたいと思いますが。できるだけ短くいただければ幸いです。どうぞ。 

 

（小山委員） 

色々ご意見をいただきましたし、石井先生からも、もっと情報開示をとのご指摘をい

ただきましたので、次回に向けて、また色々な形で色々な情報をお示しできるように、

また私どもとしましても、色々な状況、これからどういうふうに臨んでいくかというこ

とについても、もう少し皆さんにご理解をいただけるように考えてまいりたいと思って

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。それではひととおり皆さまからのご発言をいただいたので

すけれども、やはり色々な思いや状況、それぞれの立場でそれぞれのものがございまし

て、なかなかそれを一つにまとめるというのは大変なのですけれども、先ほど川勝さん

からも「もう少しクリアにした方が良いのではないか」とご指摘がありましたが、多分

それは次回以降の課題かなと思っております。 

地域公共交通という時に、自治体の中での例えばコミュニティバスとか、あるいはデ

マンド運行というのは、もうそれは多くの自治体で取り組まれておりまして、それを特

段ピックアップして挙げることではなくて、やるのは北海道の中での地域間の公共交通

を中心に議論していった方が良いのかなと考えているところです。ただ、発言の中にも

ご指摘ありましたけども、北海道の全域を一括でやるというのはなかなか大変でして、
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圏域ごとに当然事情も違いますので、この先はそれぞれの地域にとって本当に必要な公

共交通とは何かという、それはキーワードも色々出てきましたけれども、例えば競争と

協調とか補完とか、あるいは受け手に立つと人口減少とかで利用者が減っていくという

ことになるのですけれども、それを利用促進という観点からできることはないか、それ

は将来の地域のビジョンがあって、そのビジョンに沿って必要な交通手段何かというこ

とをこの先考えていかなければいけないのかなと思いますけれども、これについては事

務局の方で一回とりまとめて、次回以降、改めて議論をしていきたいと考えております。 

時間が押して申し訳ございませんけれども、今日は第１回目ということで、色々な問

題があるなというのはわかったのですけれども、その中で前向きに次に議論を進めよう

ということもなかなかいくつかの発言がありましたので、それを引き続き次回議論を進

めてまいり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、事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

【閉会】 

 

（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す。次回は来年１月の開催を予

定してございます。改めて、ご都合を照会させていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

本日は本当にありがとうございました。以上で終了いたします。 


