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平成 29年度 北海道運輸交通審議会（第１回）議事録 

日時：平成 29年５月 31日（水）10:00～11:30 

場所：ホテルポールスター札幌 2階コンチェルト 

 

 

（河内課長） 

 ただいまより、平成 29年度「北海道運輸交通審議会」（第１回）を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中、ご出席をいただき、誠にありがとうございます。私は、本審議

会の事務局を担当いたします、北海道総合政策部交通政策局交通企画課交通ネットワー

ク担当課長の河内と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 本日の会議につきましては、11:30までを予定しておりますので、円滑な推進にご協

力をお願いいたします。 

 それでは、開催に当たりまして、高橋知事からご挨拶申し上げます。 

 

（高橋知事） 

 皆さま、おはようございます。本日は、大変お忙しい中、今年度の第１回北海道運輸

交通審議会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 本審議会は、本道における運輸交通に関する施策の総合的な促進を図り、重要事項に

ついて調査審議等を行っていただく諮問機関として、これまでも「北海道交通ネットワ

ーク総合ビジョン」や「道内空港活性化ビジョン」の策定などをご審議いただいてきた

ところでございまして、皆さま方には改めて感謝を申し上げる次第であります。 

 さて、近年、北海道新幹線開業やインバウンドの急増による交流人口の増加、さらに

は、ＪＲ北海道の事業範囲の見直しや、道内空港の運営の民間委託に向けた動きなど、

本道の交通を取り巻く環境は大きく変化してきているところでございます。 

 こうした状況を受け、一昨年、本審議会に設置いたしました地域公共交通検討会議に

おいて、将来を見据えた地域公共交通ネットワークのあり方についてご議論をいただき、

本年４月に岸座長、石井会長から検討結果のご報告をいただいたところでございます。 

 この検討結果や昨今の環境変化を踏まえ、今年度、本審議会においては、まだ仮称の

段階でございますが、「交通政策に関する指針」及び「航空ネットワークや物流・港湾

振興に関するビジョン」の策定に向けて検討をいただきたいと考えているところでござ

います。 

 利用者の方々がスムーズに目的地に移動でき、本道のさらなる経済発展と地域の活性

化を支える交通ネットワークとはどのような姿なのか、そして、その実現のために必要

な取組は何かといった観点から、ご意見やご助言をいただき、本道交通の将来像を描い

てまいりたいと考えるところであります。皆さま方には、活発なご議論をお願い申し上
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げ、冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（河内課長） 

 それでは、本日の委員・参与の皆さまの出席状況について、ご報告をさせていただき

ます。 

 はじめに、今回初めて出席される委員をご紹介します。釧路市長の蝦名大也様です。 

 

（蝦名委員） 

 よろしくお願い申します。 

 

（河内課長） 

 次に、前回、平成 28 年６月１日に開催いたしました審議会以降、新たに就任された

委員を紹介します。 

 北海道船主協会連合会 会長の仲井保治様です。 

 

（仲井委員） 

 仲井でございます。よろしくお願い申します。 

 

（河内課長） 

 一般社団法人 北海道バス協会 常務理事の中木雄三郎様です。 

 

（中木委員） 

 中木です。よろしくお願いいたします。 

 

（河内課長） 

 札幌エアラインズ アソシエーション会長の三宅英夫様です。 

 

（三宅委員） 

 三宅でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（河内課長） 

 なお、本日、環境カウンセラーの石塚祐江委員は、所用で欠席でございます。委員

15 名のうち、14 名の皆さまにご出席いただいておりますことから、会議が成立してい

ることをご報告申し上げます。 

 続きまして、新たに参与に就任された方をご紹介いたします。 

 国土交通省北海道運輸局長の石﨑仁志様です。 
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（石﨑参与） 

 石﨑でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（河内課長） 

 国土交通省東京航空局新千歳空港事務所長の沖津俊宗様です。 

 

（沖津参与） 

 沖津と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（河内課長） 

 そのほか、本日は、代理出席いただいておりますが、経済産業省北海道経済産業局長

の児嶋秀平様、国土交通省北海道開発局長の今日出人様、北海道経済連合会会長の髙橋

賢友様、(一社)北海道商工会議所連合会会頭の岩田圭剛様に、新たに参与にご就任いた

だいております。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 続きまして、お手元に配付の資料を確認させていただきます。お手元には議事次第、

配席図、出席者名簿、事務局名簿、資料１～４、それから参考資料１～４として、参考

資料１は北海道交通ネットワーク総合ビジョンにおける重点プロジェクトの推進状況、

参考資料２～３につきましては、北海道交通ネットワーク総合ビジョン及び道内空港活

性化ビジョンの推進管理表、参考資料４は、北海道の交通の状況をまとめたデータ集を

配布させていただいております。 

 また、委員・参与の皆さまには、関係資料として北海道交通ネットワーク総合ビジョ

ン等の概要版、審議会条例を机上に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。資料の不足等がございましたら、事務局にご連絡をお願い申し上げます。 

 それでは、高橋知事から石井会長に「諮問」をさせていただきます。どうぞよろしく

お願いします。 

 

（高橋知事） 

 北海道運輸交通審議会 会長 石井吉春様。交通政策に関する指針、航空ネットワー

クに関するビジョン及び物流・港湾振興に関するビジョンについて諮問をいたします。 

 北海道運輸交通審議会条例第２条の規定により、「交通政策に関する指針」、「航空ネ

ットワークに関するビジョン」及び「物流・港湾振興に関するビジョン」の策定にあた

り、貴審議会の意見を求めます。 

 平成 29年５月 31日、北海道知事 高橋はるみ。 

 よろしくお願いいたします。 
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（河内課長） 

 それでは、この後の進行は、石井会長にお願いいたします。 

 

（石井会長） 

 ただいま、知事からの諮問書を受け取りました。 

 諮問書につきましては、事務局から皆さまに対しましても写しを配布させていただき

ますので、後ほどご確認をお願いいたします。必要な指針なりビジョンの策定というこ

とで、今年度、ぜひ皆さまのご協力をいただいて審議会を進めさせていただきたいと思

っております。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは議事のほうに入らせていただきます。進行に関しまして、事務局から一括し

て説明をしていただきまして、その後、皆さまからご意見やご質問をいただくという形

で進めたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 最初に、（１）「地域公共交通検討会議」の検討結果につきまして、事務局からご説明

をお願いいたします。 

 

（大内局長） 

 それでは、平成 27年 11月に、本道における地域公共交通網の今後のあり方などを議

論するため、本審議会の小委員会として設置いたしました「地域公共交通検討会議」の

検討結果につきまして、お手元の資料１でご説明いたします。 

 まず、構成は表紙に記載の目次のとおり９章で構成されておりまして、順次、ポイン

トを説明させていただきます。 

 １ページをご覧ください。１ページには、会議の趣旨等を整理して記載させていただ

いております。上のほうの枠と、下をご覧いただければと思います。 

 ２ページには、｢公共交通ネットワークの課題｣といたしまして、利用者の減少、交通

事業者の経営の厳しさなどが整理されているところでございます。 

 ３ページには、｢人口減少・高齢化の進行と都市部への人口集中｣といった「直面する

環境変化」について整理をされているところでございます。 

 次、４ページからは「交通機関（モード）の課題・方向性」といたしまして、「鉄道」

と「バス、ハイヤー・タクシー」、「エアライン」と「海上交通」等の位置付けとともに

課題・方向性が整理されております。 

 例えば、４ページの「鉄道」に関して申し上げれば、持続可能な鉄道網の実現には、

事業者、行政、住民等が各々の役割を認識し、相互の理解と協力のもと、取り組みを進

めていくことが必要であるといった整理がされているところでございます。 

 ６ページには、道路や空港、港湾といった交通基盤の位置づけ・課題などを整理した

ところでございます。 

 例えば、左側の「道路（高規格幹線道路）」について申し上げれば、ネットワークと
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しては未だ脆弱であり、リダンダンシーの確保も含め、一層の整備促進が必要であると

しているところでございます。 

 ７ページには、「生活」「観光」「物流」といった機能面から、交通モード、交通基盤

が担う役割を横断的に整理されております。まず上段、「生活」面でございますが、今

後、人口減少の進行が見込まれる中、地域の実情に応じた利便性の高い交通の実現に向

け、関係機関が連携して取り組んでいくことが重要であるというふうに示されておりま

す。 

 中段、「観光」面といたしましては、空港や港湾といった交通基盤の整備や新幹線の

札幌延伸の早期実現に向けた取組の推進、二次交通としての公共交通機関の利便性向上

といったこと、それから、下段、「物流」面では、高規格幹線道路や港湾等の充実・強

化が必要であるといったことなどが整理されております。 

 ８ページには「北海道型公共交通ネットワークの形成イメージ」が記されてございま

す。 

 上段の枠内には、考え方といたしまして、交通ネットワークを三つの階層に分けまし

て、各々の階層ごとに取組の方向性を考えるとともに、階層間の連携を強化していくこ

とが適当であると記されております。 

 その際の基本的な考え方といたしまして、左側に４類型の交通ネットワークを整理し

ております。 

 また、右側には、「北海道型公共交通ネットワーク」のイメージを示しており、具体

的には９ページをご覧ください。まず「幹線交通」でございますが、「中核都市間等を

結ぶ本道の骨格となるネットワーク」であり、鉄道、航空路、都市間バスなどの移動手

段が連携・補完しながら、強靱なネットワークを形成するとしております。 

 次に中段、「広域交通」でございますが、「地域中心都市や観光地等と幹線交通を結ぶ

ネットワーク」であり、利用実態や今後の見込みなどを見据え、幹線交通としての円滑

な接続に配慮した利便性の高いネットワークを形成するとしております。 

 最後に、「市町村内交通」でございますが、「単一市町村・周辺エリアでの日常生活に

密着した交通ネットワーク」であり、地域が主体となりまして、まちづくりと一体的に、

最適な公共交通サービスを追求するとしているところでございます。 

 続きまして 10ページには、「関係者の役割」を整理しております。 

 最後、11 ページには「おわりに」といたしまして、議論を取りまとめるに当たって

の提言となっております。丸の一つ目でございますが、これは議論の経過を整理してい

るところでございます。丸の二つ目でございますけれど、公共交通ネットワークを維持

していくためには、それぞれの役割を担いながら、既存の垣根やハードルを下げる必要

があることなど、これまでの議論の総括をしております。その上で、丸の三つ目と四つ

目になりますが、次の段階といたしまして、地域レベルで、地域に相応しい公共交通の

将来像を作り、連携・協調しながら、実現に向けた取り組みを進めていただきたいとの
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提案となっています。 

 最後に、五つ目と六つ目の丸になります。道に対しては、地域における議論のとりま

とめやフォローに努めるとともに、交通政策の新たな指針を策定し、国や市町村、交通

事業者と連携しながら、総合的な交通ネットワークの形成に向けた取り組みを進めるこ

とを求める、という提言になっております。 

 以上、地域公共交通検討会議の検討結果について、ご報告申し上げました。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。座長として、検討をとりまとめていただきました岸

副会長から、補足説明があればお願いしたいと思います。 

 

（岸副会長） 

 座長を務めました北海道大学の岸です。この地域公共交通検討会議のとりまとめとい

うのは、北海道の交通全体的な議論をとりまとめたものです。ご承知の通り、この中の

作業部会として鉄道ネットワークワーキングチームを設置し、昨年度に集中して議論し

て、鉄道の方向性についても、一応、結論は出しました。それも含めた上での北海道全

体の交通ネットワークのあり方という形でとりまとめました。 

 ただいまご説明いただいたところで、ほとんど私が補足するところは無いのですけれ

ども、８ページから９ページが、これから議論していく中で一番大事なところ、ポイン

トになってくると思います。 

特に北海道の交通を考えたときに、９ページ目のところで幹線交通、広域交通、市町

村内交通という見方で考えていこうというような形で、今ご説明がありましたが、地域

公共交通検討会議の意見交換の中でも、このそれぞれの、例えば、幹線交通と広域交通、

広域交通と市町村内交通を、どれだけスムーズにつなげることが出来るかということも、

やはり大事だということで、「有機的な連携」と書いています。それぞれやるだけでは

ダメで、やはりどうやってつなぐかというところがポイントになってくるのだと思いま

す。 

 いろいろなところに「協調」とか「連携」というキーワードが出て来ておりますけれ

ども、一応、これは北海道としてのビジョンという形に、次につながってくるものだと

考えておりますが、やはり 10 ページにありますとおり、関係者の役割ということで、

それぞれの皆さんが、それぞれの役割で、お互いにできることは何かというところも含

めて議論していくことが、このあと大事になってくるのだと思います。 

 先ほど、知事から諮問があった交通政策に関する指針につながる形で、この地域公共

交通検討会議での方向性ということでまとめました。 

 方向性について、だいたいこんな形でまとまるのかなと思いますので、次にやらなけ

ればならないことは、私個人的には、どれだけ具体的に、「いつ・誰が・どのようなこ
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とをしなければならないのか」というふうな、いわゆるアクションプラン的なイメージ

を含めた指針を、次にどれだけ作っていけるかが私は重要なのではないかと考えており

ます。以上です。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、先ほど知事のほうから諮問のありました「（２）交通政策に関する新た

な指針等の策定について」及び「（３）審議の進め方について」、２、３になりますけれ

ども、この２点を一括して事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

（大内局長） 

 それでは、資料２をご覧ください。資料２は、「交通政策に関する新たな指針等の策

定について」という表題でございます。 

 まず、「１ 策定の趣旨」についてでございますが、道では、交通政策の基本指針と

して、平成 20年 12月に「北海道交通ネットワーク総合ビジョン」を、平成 21年 10月

に「北海道の港湾振興ビジョン」を、平成 22 年３月には「道内空港活性化ビジョン」

を策定いたしまして、総合的な交通ネットワークの形成に向けた取り組みを進めてきた

ところでございます。この間、人口減少の進行や、北海道新幹線の開業、来道外国人観

光客の急増、さらには、ＪＲ北海道の事業範囲の見直しや空港経営改革に向けた動きな

ど本道の交通を取り巻く環境が大きく変化しているところでございます。 

 また、「北海道運輸交通審議会」に設置いたしました「地域公共交通検討会議」がと

りまとめた報告書におきまして、「交通政策の新たな指針」を策定すべき旨が示された

ことを踏まえまして、今般、仮称ではございますが、「交通政策に関する指針」及び航

空ネットワークや物流・港湾振興に関するビジョンを策定するものでございます。 

 次に、「２ 指針等の位置づけ」についてでございますが、それぞれ北海道総合計画

の「特定分野別計画」及び「施策別計画」として位置づけることとしております。 

 次に「３ 計画期間」についてございますが、平成 30 年度から北海道新幹線の札幌

開業が予定されております平成 42 年度までの期間を基本とすることと考えております。 

 次に「４ 策定の手法」についてでございますが、「北海道運輸交通審議会」に諮問

の上、ご審議をいただくとともに、パブリックコメントなど、道民の方々のご意見を踏

まえながら策定を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして策定スケジュールですが、資料３をご覧ください。本日のご審議会でご了

承いただければ、小委員会を設置いたしまして、来月から４回程度小委員会を開催し、

その検討結果を踏まえまして 11 月頃には本審議会で原案をとりまとめていただき、そ

の後、パブリックコメントなどを実施した後、来年２月を目途に答申をしていただきた

いと考えております。 
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 続きまして、先ほどお話ししました「小委員会の設置」については資料４をご覧くだ

さい。今般の「交通政策に関する指針」と「物流・港湾振興に関するビジョン」及び「航

空ネットワークに関するビジョン」の策定に際しましては、会長ともご相談の上、審議

会の議論の円滑な運営を図るという観点から、審議会の運営要領の規定を活用いたしま

して、それぞれ小委員会を設置して検討していただきたいと考えております。 

 資料にありますとおり、交通政策の指針や物流・港湾振興に関するビジョンの策定に

向けた「総合交通政策検討会議」、真ん中ですが、航空ネットワークに関するビジョン

策定に向けた検討会議を設置するほか、右側にございます「鉄道ネットワークワーキン

グチームフォローアップ会議」につきましては、平成 28年 11月に設置いたしました作

業部会を、改めて小委員会として設置したいと考えているところでございます。よろし

くご審議をお願いいたします。 

 

（石井会長） 

 ただいま、事務局のほうから説明がございました「小委員会の設置」について、いま

ご説明いただいた「資料４」のとおり、今回は三つの小委員会を設置したいと思ってお

ります。諮問関係で二つの小委員会ということと、昨年度からのフォローアップという

ようなことで、鉄道に係る会議を設置するというような考え方でございます。 

 本件につきまして、これら三つの小委員会の設置ということを、この会議でお諮りし

たいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 原案のとおり、ご了承いただいてよろしいでしょうか。 

 

（一同） 

 異議なし。 

 

（石井会長） 

 それでは、審議会に三つの小委員会を設置するということにさせていただきたいと思

います。 

 次に、小委員会の構成に関しまして、運営要領の規定によりまして、「会長の指名す

る委員及び臨時委員をもって構成する。」こととなっております。 

 岸副会長や事務局とご相談させていただきまして決定させていただきたいと考えて

おりますので、人選につきましても私のほうに御一任いただくということで、よろしい

でしょうか。 

 多くの委員の皆さんにお入りいただくことになろうかと思いますので、ぜひ、ご協力

のほどお願い申し上げたいと思います。 

 なお、「鉄道ネットワークワーキングチームフォローアップ会議」につきましては、

作業部会の時と同様の委員で構成させていただきたいと考えております。 



9 

 

 小委員会の議論につきましては、皆さまに適時に情報提供させていただくということ

で進めるとともに、素案がまとまりました際には、書面による意見照会なども行ってま

いりたいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、今日は第１回目ということでございますので、これから意見交換に入らせ

ていただきます。 

 本日は、地域公共交通会議の検討結果の報告と、交通政策に関する指針や航空ネット

ワークに関するビジョン、物流・港湾振興に関するビジョンの策定について説明をいた

だいております。皆さまには、これから指針やビジョンを検討していく上で配慮すべき

点や考え方で示唆をいただくというようなことと、その他、日頃お考えになっているこ

と、どんな視点からでも結構でございますので、ぜひご発言をお願いしたいと思ってお

ります。説明に対する質問等もございましたら、それも含めてご発言をいただきたいと

思っております。基本的には、委員の皆さまには全員ご発言をいただきたいと思ってお

りますので、時間の関係によりお一人当たり２分程度で簡潔にご発言をお願いできれば

と思っております。よろしくお願いいたします。 

 私から、と口火を切っていただける方がおられれば、いかがでございましょうか。 

 それでは恐縮でございますが、私のほうから順次指名をさせていただきたいと思いま

す。 

 最初、交通事業者の委員の皆さまが５名おられますので、順次、ご発言をいただきた

いと思います。最初、恐縮ですが瀧本委員から、ご発言をお願いしたいと思います。 

 

（瀧本委員） 

 ご指名いただきましたＪＲ北海道の瀧本と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 いま、お話がございましたけれども、こういった議論の背景に、私どもＪＲ北海道の

経営問題がございまして、昨年７月に「持続可能な交通体系のあり方について」、それ

から 11 月に「当社単独では維持することが困難な線区」ということを発表させていた

だきました。大変大きな反響を呼んでおりまして、非常にいろいろな議論が進んできて

いるわけでございますけれども、こういう観点から、北海道におきまして、11 月に全

道的な観点から将来を見据えた鉄道網のあり方などを検討するために、地域公共交通会

議の作業部会として鉄道ネットワークワーキングチームを設置していただきまして、岸

座長、石井会長におかれましては、大変ご尽力いただき、こういったとりまとめをいた

だいたところでございます。 

この間、知事も先週、名寄にも行っていただきましたし、今日も副知事が宗谷本線の

方に行かれておりますけれども、本当に道庁の皆さんが主体的、積極的に働きかけをし

ていただきまして、現在、沿線自治体による線区単位の協議に向けての動きが着実に進

行しつつございます。改めて関係の皆さまにもお礼申し上げたいと思います。 
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 それから、弊社の経営状況でございますが、28 年度決算におきまして、経常損失が

過去最大となる 188億円となりました。連結決算でございますけれども、103億円の経

常赤字と、これは公表以降初めてでございまして、大変厳しい状況になってございます。

事業範囲の見直しに取り組まず、このまま何もしなければ、平成 32 年度以降は安全投

資と修繕に必要となる資金が確保できず、安全の基準を維持することができない、こう

いった状況でございます。 

 こういった事態を回避するために、今後も地域の交通を確保するということを前提と

いたしまして、地域の皆さまに当社の現状や線区の状況等を丁寧に説明しまして、ご理

解とご協力をいただきながら、持続可能な交通体系の構築に向けて地域との協議を進め

て参りたいと思いますので、どうぞ皆さまのご支援を賜りますよう、よろしくお願いい

たします。私からはお願いでございます。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、三宅委員のほうからお願いいたします。 

 

（三宅委員） 

 それでは、航空事業者の立場から発言させていただきます。 

 北海道のみならず、いま、日本全国で同じような課題に直面しているわけでございま

すが、人口減少が進むなかで、ネットワークの維持が難しい時代に直面していると思っ

ております。一方で、航空事業者は、いたずらに路線を休廃止したいということではご

ざいません。当然ながら、ネットワークがあってこその航空事業者ということでござい

ますから、ネットワークが毀損すれば当然ながら事業にも影響がでるということであり、

なんとかこの路線休廃止を回避したいということでございます。そういう意味で、この

新たな計画の期間中に、自治体と事業者が思いを一つにして路線維持のために知恵を絞

っていく、双方は陳情する側とされる側という構図ではなく、同じ目標、すなわち路線

維持という目標を実現するための運命共同体にならなければなりません。 

 この期間中の非常に大きな変化は、もう一つの利害関係者として民営化された空港会

社が入ってくるということだろうと思います。自治体と、より収益にこだわる立場とな

った空港会社、そして私ども航空事業者の３者が、路線維持に向けて一緒に知恵を絞り、

それぞれの役割を果たすということが重要であると考えております。 

 その前提として、３者の間で共通のものさしをもって進める必要もあろうと思ってお

ります。ビジネスとして、その路線ネットワーク維持が成り立つのかどうか、成り立た

せるためにどうするのかということが、３者の共通のものさしとなろうと思います。 

 具体的な取組の観点で少し申し述べさせていただきますと、この地域公共交通検討会

議のエアラインの項目にも記されておりますが、路線の発地と着地、地域と地域の交流
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を促進する取組が重要であろうと思っております。例えば、千歳と沖縄に直行便が飛ん

でいるわけでございますが、北海道日本ハムファイターズの本拠地とキャンプ地という

ご縁で、名護市と札幌市の交流は大変盛んです。北海道のファンのキャンプ訪問、沖縄

のファンの札幌ドームでの試合観戦といった往来はもちろんのこと、経済界もお互いに

年に数回往来する関係になっております。そういう意味では、その路線があるから相互

に往来が増えて、そしてその相互の往来があるから、路線の維持ができるという良い循

環が回っていると思います。そのような循環を、例えば千歳と静岡の間にも直行便がご

ざいます。北海道と静岡県の間の交流がどういうふうに深まっていくのか、もしくは女

満別と中部の間にも路線がございます。旭川と中部の間にも路線がございます。中部圏

と道東なり道北の地域が、どういうふうにお互いに地域と地域がつながりあうかという

ことが、これから路線維持をしていく上で重要であるというふうに思っております。 

 もう一つ別の観点で申しますと、人口減少の時代の路線維持でございますから、交流

人口を増やすことが全体的に重要でありますけれども、インバウンド需要をいかに地域

の足である生活路線に取り込んで路線維持をするかということが大切ですので、千歳以

外の北海道の各空港は、道外とをつなぐ国内線に首都圏まできたインバウンドのお客様

にいかに乗ってもらうかという努力が、先程来の関係者３者の中での協力した取り組み

が必要だろうというふうに思います。 

 最後にもう一つ、この間に、新しい要素としてＬＣＣという新しいビジネスモデルが

広がり、北海道の航空ネットワークの中で、どのように活用していくのかというのが大

きなポイントになるかと思います。その成り立ちから、これまでの既存の航空事業者と

は性格を異にしておるＬＣＣでございますので、即ち、公共輸送機関としての社会性を

持ち、面としてのネットワーク網を大切にする既存の事業者に対しまして、需要のある

時、需要のある地点に就航、もしくは運賃戦略で需要を作って運航して、需要がないと

判断すれば撤退するという、こういう性格を持つＬＣＣの違いを認識した上で、どうい

うふうに活用していくかということを、この会議の場でいろいろな観点で議論をさせて

いただければというふうに思っております。以上でございます。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、野村委員からお願いいたします。 

 

（野村委員） 

 運送業界の状況といいますか、現状をちょっと説明させていただきます。 

 運送業界は、いま危機的な状況ということで、国の方でも認識されていまして、これ

については、業者の方も大手の運送業者、ヤマトさんをはじめ、佐川さん、ＪＰ、日本

通運さんまで値上げをするということで、人手不足と労働時間の短縮という非常に相反
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する課題を解決しなくてはいけないという事態に直面しているところでございます。 

 また、生産性の向上という課題もありまして、総労働時間、１時間当たりの賃金は全

産業の中でも低いところでありますので、なかなか運転手を募集しても来ないし、既存

の運転手も他の産業に転職するという状況でございます。 

 これらを解決するためには、やはり、運賃の収受と荷主さんの協力によりまして、荷

待ち時間とか積み卸し、積み込み作業時間の短縮もしくは料金の収受ということで、こ

れは国交省さんにおいても運賃約款の変更ということで、今日の新聞記事などに載って

おりましたけれど、非常に政府のバックアップが強力的に働いているのではないかと思

って感謝しているところでございます。 

 また、道内の輸送については、少子化や人口減少によりまして、地方に行く荷物が小

ロット化しておりまして、なかなかまだ拘束時間の関係で高速道路料金もありますし、

ただであればもっともっと利用したいのですけれども、幹線道路整備をお願いしたいと

ころでございます。地方物流につきましては、地方の時間がかかるところまでは、なか

なか行くような業者がいなくなってきているのが状況ではないかと思っております。諸

課題を解決するために荷主さんの協力、また業者のネットワークを含めて、共同物流な

どをやっていくのが課題ではないかと思っているところでございます。以上です。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、中木委員からお願いいたします。 

 

（中木委員） 

 北海道バス協会の中木でございます。今朝の新聞に、バスの補助金の減額が撤回され

たという記事が載っておりました。我々、バス業界におきましても、過疎化の進行等々

いろいろと経営は厳しい中で、国をはじめ道からの補助金で何とか路線を維持している

のが事実でございますし、国土交通省も何とかその額を減らす措置を考えたのだろうと

思いますけれども、我々、広範な地域を担っている事業者として、この北海道の特殊性

を考えると、どうしても収支的に厳しい状況が長年続いております。そういうこともあ

りまして、今回、バス業界としても何とか道のご理解をいただきながら、国土交通省に

対し、知事をはじめ、交通担当部署の方のご尽力をいただいて、何とか今回は撤回とい

う形になって、ほっとしておりますけれども、また、今後どのような形になるのか、我々

としても、何とか収支を良くすべく、増収、あるいは経費の節減、そういったことに力

を入れて、事業を存続させていきたいという気持ちは重々持っております。 

 その中で、検討委員会の中でも、ここにあります幹線交通、広域交通、市町村交通、

という先ほどの岸先生からお話があったように、連携をいかにとっていくのかが今後の

問題であって、それを上手くやることによって、我々事業者としても、コストの削減が
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見込まれるというようなことを考えると、これからのバス事業においては、幹線につい

ては、JR さんの分野とでもいいましょうか、その後の広域市町村を、JR さんを補完す

るような形で、バス業界がそれを担っていく。それも連携をとって、効率良くやってい

くのが今後の課題ではないかと考えています。 

 今後の皆さんのお考えを聞きながら、バス協会として、どのような方向性を決めるか

ということも勉強させていただきたいと思っております。以上です。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、中井委員のほうからお願いいたします。 

 

（中井委員） 

 北海道船主協会連合会から参りました中井でございます。今回、初めて出席させてい

ただきます。よろしくお願い申し上げます。 

 現在、私どもの業界といたしましては、北海道の海上輸送、本州間であったり、道内

間であったり、海上輸送を担わせていただいておりますが、最近フェリーであるとか、

お客様を運ばないようなＲＯＲＯ船、このリプレースが活発になっております。 

一つは省エネ、もう一つは、ドライバーさんの高齢化であったり、労働時間の拘束の

問題であったり、それに対応させて少しでも一助となるべく、海上輸送スペースの大型

化を図っており、いままでのトラックの長距離輸送の部分の一助となって、海上でその

分の輸送を担わせていただく。それから、今後、モーダルシフトの中で、北海道新幹線

が札幌まで延伸された場合に、JR貨物さんのコンテナ輸送の影響等も鑑みまして、我々

としてどのように一緒になって北海道の物流を担えるのか、今後の検討課題と認識して

おります。 

 この議論から少し外れるかもしれませんが、私どもは大型船はＣ重油という燃料で焚

いているのですが、我々の業界自体のＳＯＸ規制という、それの利用分の規制が今後始

まります。これは、利用者様の海上運賃に、コストに跳ね返る問題になってまいります

ので、これをどの程度まで影響を少なく出来るのかというのが、我々事業者の直近の課

題となっております。 

いずれにいたしましても、初めてでございますので、なかなか慣れない面もあるかと

思いますが、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 ５名の委員の方から、交通事業者それぞれのモードの課題なりというところを中心に

お話しいただいたかと思います。やはり人口減少に伴う事業性の悪化というようなこと
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が、特にＪＲさんなりバス事業に非常に大きいということですとか、人手不足なり賃金

上昇ということも物流面では非常にネックになりつつあるという状況のご紹介があっ

たかと思います。 

 逆に、そういう中で、インバウンドを中心とする交流人口の増加をいかにプラスに生

かしていくかですとか、ＬＣＣが伸びてきている事象なり、空港の民営化ということも、

今後どういう風にプラスの要素になるようにやっていくかが課題ですので、そういった

要素を生かして方向付けをしていかなければいけないということと、分野間、どちらか

というと、今までそれぞれのネットワークというイメージだったかと思いますけれども、

より補完的にそれぞれどういう役割を担えるだろうかということを、階層別のネットワ

ークという概念もありますけれども、事業者間の分担ということも改めて様々な視点で、

最適な分担を考えていくことに関する示唆もいただいたと思っております。どうもあり

がとうございました。 

 続きまして、自治体委員の方、２名おられますが、蝦名委員からご発言をお願いした

いと思います。 

 

（蝦名委員） 

 釧路市長の蝦名でございます。これからの大きな進め方については、先ほどお話しい

ただいたわけで、小委員会を設置しながら進めていくという形の中で、これは必要なこ

とだと考えております。 

 ただ、全体の公共交通という大きな括りで考えていくと理解はできるのですが、今お

話があったように、公共交通というのは、例えば社会資本と言ったら良いのでしょうか、

そうやって考えていったときに、そこの中にどれだけ、もちろん収益ベースは大事なの

でしょうけれど、どこまでフリーな中で、収益のみの形の中で議論がされていくことに

なるのだろうかというのが、市長会の中でもお話をさせていただいているところであり

ます。 

 本質的に公共交通が社会資本ということになれば、これは国土形成計画と申しますか、

今で言えばグランドデザインという形の中で、この国土をどうやって活用するか。それ

を北海道に移行しますと、北海道というものをどのような形の中で活用していくのか、

地域を活用するのか、そのために必要な交通網は何がいるのか。このような形の中で考

えていくものだろうと、こういった思いを強くしているところでございます。 

 その中で、昔も、例えば高規格道路網等を作っていくときに、一つの考え方が示され

ました。都市と都市を結ぶため、もう一つは空港と空港を結ぶため。このような形の中

で高規格道路というものがスタートしたのでありますが、そこが最後までいかない状況

になってきた。そういった中で、まさしく先程、ご説明をいただきました地域公共交通

検討会議の中で、議事録をよく読ませていただいて、様々な課題のことをお話しいただ

いているのですけれども、本日配布された資料１の９ページの中にも出ていたのですけ
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れども、幹線交通・広域交通・市町村内交通、この考え方はビジョンの核として、この

幹線交通の中で、例えば、主なモードということで、鉄道、航空路、都市間バスという

形になっているのですけれど、都市間バスという言葉になるのだろうか。これが、もし

かしたら高規格道路ということになるのではないかと思ったときに、北海道における高

規格道路というものは計画のうちの 60％の供用率でございまして、一般道を幹線道路

という形で言うのか、それとも高規格道路を幹線道路という形なのか。そうなると、そ

この整理されていないものは、どこが担っていくのか。鉄路なのか、何なのか。こうい

った形ということが、やはり出てくる形になるのではないかと考えています。 

 その上で、まさしく公共交通というものが、これからの北海道が何で稼いでいくのか

ということが重要になってくると思っております。もちろん地域に人が暮らしているわ

けでありますから、その方々の生活を守っていく。私どもはまさしく地方自治体の中で、

そういった思いの中で進めておりますけれども、これからの北海道が何で、まさしく知

事も「食と観光」ということでお話しいただいて、これが強みであるということは、こ

の「食と観光」を活かしていく。そのためにどういった交通網が必要なものなのか。そ

して、それぞれの交通網には役割があるわけでございまして、例えば東京－大阪でも、

伊丹－羽田はバンバン飛行機が飛んでいますけれども、新幹線の輸送量の方が圧倒的に

多いわけでありまして、需要があるからあるということになります。 

 しかし、インフラを作ったから、そこに需要が出来てきた。ようやく私どもの町も昨

年３月 12 日に知事にも来ていただいて、高速道路が初めて釧路に到達したのでござい

ますけれども、当初の予定よりも遙かに多くの方が利用されているわけであります。と

いうことは、そういった交通インフラというものが需要を作り上げているといったとき

に、まさにこの幹線交通というものと、日本の面積の１／５がある中での、そして生活

圏域が六つある中で、私どもは、いま東北海道ということで三つの生活圏域の連携を取

って、いろいろ取り組みを行っているところであります。 

 道においての周遊ルートも、最初は東北海道、そして２回目は北北海道という形での

構図を作っていただきました。ここのところをどうやって進めていくのか。先程言った

空港の民営化も含めた中で、こういったものを全体で合わせていく幹線交通が示される

ことが重要なのかなという思いもしておりますので、よろしくお願いしたいと、このよ

うに考えております。 

 

（石井会長） 

どうもありがとうございました。続きまして德永委員お願いいたします。 

 

（德永委員） 

それでは私からは全道 144の町村、そしてこの審議会に私も何回か出ておりますけれ

ども、すばらしい流れでここまで来ています。そのことに対して、知事はじめ石井会長、
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岸副会長に御礼を申し上げたいと思っております。 

 特にいま、公共交通関係では地域住民、大変な人口減少等ありますけれども、生活を

守る、更には経済活動を支える重要なインフラであると、そのように考えております。

特に最近、ＪＲの問題については、どこの町村、首長の皆さんも「無くしたら、２度と

復活出来ない」とそんな思いであります。町村自治体も含めて、何を自治体でやってい

けばいいのか、町民・村民もあわせてそういうことも十分考えていかなければならない

という認識の中で進んでいきたいと思っております。 

 それともう一つは 2020年までに、訪日外国人を国内で 4,000万人。昨年すでに 2,400

万人を超えていますから、道内だけでも 500万人を目標に掲げているわけでありますか

ら、外人向けの魅力あるということで、これらは特に欧米の方も、少々ではありますけ

れども、鉄道で釧網線も乗るようになってきております。そこでしっかりとした整理な

どもして、やっていければと、そんなふうに考えています。 

 特に空路、新幹線、海の航路で北海道に入る。ＪＲで道内を長距離移動する。更には

バス、レンタカー等でも各地域を周遊するという流れも作っていかなければならないと、

そのようにも考えております。 

 特に人口減少社会の中で住んでいる人だけを相手にしていては、もう埒があかない問

題ですから、外から来る外人の方々にも便利で魅力があるということを、しっかりとこ

の中で稼いでいかないといけないとそんなふうに考えます。特に列車、飛行機、路線バ

スの連動・連携。そしてまた、公共交通と地域の魅力づくりの連携というものをやって

いくべきであるとそんなふうに思っております。特に、単独の公共交通だけで考えても

すでに限界があると考えておりますので、この辺をしっかりとやっていく必要があると

思っております。そしてＪＲに関しましては、北海道の素晴らしい自然・食。こういう

ものを、しっかりと鉄道路線と観光部門で作っていけることが出来れば、最高に素晴ら

しいのではないかなと、そんなふうに思っております。 

 私も道東に住んでいますから、特に冬期間の凍結問題は道路については、本当に素晴

らしい舗装道路でありますけれども、しばれ・凍結で 12～３月前半までは、溶けてく

るとガタガタの道になる。また、鉄路についても同じことが言えるのではないかと、そ

んなふうに思っております。 

ですから、そういう面では、公共の道路なり鉄路なりは、やはりある程度国の中でキ

チッと安全性を作るようなことをしないと、上のラインについてはＪＲさんなり民間の

事業者さんが、そういうところで稼いでいけるようなことをやっていく必要があるので

はないかと、そんなふうに考えています。以上です。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。お二人ともいろいろとお話をいただきましたけれど

も、先程、三宅委員の方から共通の物差しで採算性というご指摘がございましたが、逆
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に採算以外の要素をどう考え、どう入れていくかというご議論だったかと思います。そ

の部分は、たぶん最も難しい論点になるかと思います。当然、公共機関に必要な一定の

支援は入れていくということについての許容される部分はあるかと思うのですけれど

も、むしろそれを全体としてどう使うべきか。逆に、本当に必要なネットワーク形態が

何なのか。たぶんそういう議論とセットの議論になっていくかなということで、今年度、

まさにそういう議論をやろうということでございますので、ぜひ建設的なご意見を今後

ともいただきたいと思います。 

 北海道の観光の魅力は、知られているようで知られていないということもあって、よ

うやくそこら辺の発信ということも、たまたまお二人とも道東で、いま一生懸命取り組

んでおられるかと思いますけれども、やっぱり全道的にそういう取り組みをもっとやっ

ていかないといけないという課題もご指摘いただいたかなと感じました。どうもありが

とうございました。 

 続きまして、交通労組、利用者の方々から、６名おられますが、順にご発言いただき

たいと思います。最初、紺野委員の方からご発言をお願いいたします。 

 

（紺野委員） 

 私は、北海道交運労協で、実際働く労働者の立場から、この委員会に参加させていた

だいております。 

 先程来から、ある意味で我々の職場自体が高齢化、そして昨今のドライバー不足とい

うことで絶滅危惧種と言ったらよいのでしょうか、そんなような比喩もされるような業

界であります。また、今年はヤマトショックなるものがあって、重要だけれどもなかな

か労働者が集まらず、運べないというような状況で、初めて働いている人たちに目を向

けられた業界になったのではないかというふうに思っています。 

 いずれにしても、安心と安全を実運送の立場から、働いているということの観点が一

番重要だというふうに思っていますし、そのために働いている人たちの労働環境、労働

条件であったり、長時間労働であったりということを何とか解消しないと、実際、ビジ

ョンができても、運ぶ人、あるいは移動させる人がいないという状況に陥ると思ってい

ます。北海道交通ネットワークの充実に向けて、現場で働く労働者の目線で議論に参加

させていただければというふうに考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上です。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、奥谷委員の方からご発言をお願いいたします。 

 

（奥谷委員） 
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 札幌消費者協会の奥谷と申します。私は道民の一人として、実際に体験したことをい

くつかお話ししたいと思います。今いただきました資料１の３ページに書かれてある二

つ目と三つ目に関連しています。たまたま昨年８月に道東の中標津に８月の 22～23、

さらに８月 26 日に大樹町と、台風のまっただ中に道東、十勝と出かけておりました。

その時、問題だったのは、その時の状況についての情報がなかなか手に入らなかったこ

とです。リアルタイムで情報が必要だと思いました。当事者として台風の中にいて、ど

のような対応をすれば良いか分からない、どの交通機関がいいのかという時に、中標津

では、ＪＲとバスが全てストップしたときに飛行機が飛んでおりました。それで無事に

札幌と往復することができました。 

 また、札幌から大樹町へ行ったときは、私が乗った後のＪＲが土砂崩れのため不通に

なりましたけれど、その前の便に運良く乗っておりましたので、無事に帯広へ着きまし

た。バスに乗り換えて大樹町まで行ったのですけれども、帰りはＪＲは不通でしたので

都市間バスを利用させていただきました。そのときは、もうごった返して、みんなバス

ターミナルで情報は欲しいのですが、窓口の方も状況が分かっていらっしゃらない。私

たちもスマホを使っていろいろ調べるのですけれども、すぐに的確な情報を手に入れる

ことはできませんでした。仕事の方、観光客の方、皆さん状況が分からずイライラして、

結構時間がかかりましたが、何とか、都市間バスを利用し、札幌に戻って来ることがで

きました。 

 また、昨年 12 月の大雪のとき、新千歳空港の滑走路が閉鎖されましたが、旭川空港

では運航していたということでした。その情報がまったく新千歳空港の人たち、空港内

に何千人といる人たちは情報が得られなかった。皆さん、ＳＮＳでやりとりしているの

ですけれども、少数、実際に動いた方もいらっしゃったらしいのですけれども、旭川空

港に行けば飛んでいる、その情報すら手に入れることができなかった。ここに書かれて

いるネットワークの本当の意義とは何なのか。もっと、実際にハード面、インフラとし

てのネットワークはとても重要なのですけれども、そういうネットワークだけではなく

情報のネットワークも重要ですし、多くのコストがかかるとは思えません。もっとその

ネットワークを広げる、そして情報発信だけではなくて、共有、空港間、その他の交通

機関間での情報共有が大変重要だと思います。 

 特に、私たちは、飛行機でもその他の交通機関、特に新幹線等、東京中心であり、ま

た北海道は札幌中心で、放射状にネットワークが作られることが多いのですが、情報や

インフラのネットワークも、市町村が情報の連携、またインフラとして平面のネットワ

ークの構築をさらに進めて欲しいと考えます。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、牧野委員の方からお願いいたします。 
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（牧野委員） 

 福祉環境アドバイザーの牧野でございます。いま、交通ネットワークについて、いろ

いろお話が出ていましたけれども、道内各地においてもまちづくりですとか、どうした

ら人が呼べるか、魅力のある町になるかという課題に取り組んでいることかと思います。

ネットワークとはいったい何なのか、という私の個人的な意見ですけれども、どこでも

行ける北海道、つながっている北海道ということではないかなというふうに思います。 

 実は、私の個人的な例を出させていただいて恐縮なのですけれども、今年の１月から

３月まで、新潟の柏崎というところにある国立病院に入院しておりました。入院中に夫

がけがをしたということで、急遽、帰ってこなければいけなくなったのですけれども、

一人で帰ってこなければならないということで、どうやって帰ろうと思いまして、そこ

の国立病院から、新潟の空港まで車で２時間くらいかかるんです。高速バスも介助者が

いないと一人では乗れないということで、私は車いすで、一人では乗れないので、結局

はＪＲを乗り継いで最短距離の大宮まで行きまして、大宮から新幹線に乗って、新函館

北斗、そして、札幌まで 11時間かかって一人で帰ってきました。 

 車いす席は前日までに予約をしないと使えないということで、普通席でトイレも満足

に行けなくて、乗り継ぎ、乗り継ぎまで我慢してきたというような、そんな状況でした。

私ももともと健常者でしたけれども、健常者の場合は意外と簡単にどこでも行けるので

すが、私のように自由がきかないと、行きたいところに行けない。そういうことが多々

あります。 

 道内のフェリーもバリアフリーが進んで快適になってきました。ある道の委員会でバ

リアフリー調査ということで、審査のためフェリーに乗せていただいたのですけれども、

利尻礼文までフェリーに乗りました。バリアフリーでとても快適でした。でも着いてか

ら、バリアがありすぎて観光が一つもできませんでした。フェリーに乗って帰ってきた

だけ。そういうことであれば、観光面でももっと工夫することによって人が呼べるので

はないかということも感じましたし、65 歳以上の高齢者といわれる人たちの７割近く

も何らかの身体障害を持っていると言われる時代です。乗れないから使えない、行けな

いから出て歩かないというのでは、経済も先細りになると思います。先ほど利用者の減

少という問題も出ていましたけれども、本当は乗りたいのに、使いたいのに、利用した

いのに使えないという人たちがまだまだたくさんいると思います。そういう人たちへの

対応とかによって、もっともっと利用者が増えるのではないかなと思います。せっかく

の社会資源の有効活用のためにも、経済の活性化、連鎖にもなりますので、ぜひ、つな

がる北海道を目指していただきたいと思います。 

 少し想像してみてください。途切れ途切れの手すり。せっかくそういうものがついて

いても、つながっていなければ、意味も無いし価値がないということになります。必ず

しもインフラ整備だけではなくても、それを埋めるマンパワーであったり、そういうこ
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とを他人事ではなくて、いつか自分に降りかかってくる問題として、道民みんなで考え

ていけたらいいなと、そんなふうに感じています。以上です。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、山本委員お願いいたします。 

 

（山本委員） 

 皆さんお疲れさまです。ぐるなびの山本でございます。昨日、東京からまいりました。 

北海道が大好きで、住んでいたときは札幌、特に一極集中していますし、一番いいかな

と思っていましたけれど、いま、正直日本各地の都市とか県とか、それから海外の仕事

をするようになって、少し交通網に関する見方が変わってきました。 

 その中で一番大事なことを、今日は皆さんもうだいたい主要なことをおっしゃってい

るので、三つほどお話しすると、一つは、どんなビジョンを目指してやっているのかと

いう、その本論をＳＮＳ時代は伝えないともったいないと思っています。この北海道が

何を目指してこういうことをやっているのかという情報を、議論のプロセスを含めてし

っかり発信していかないと、ちょっとしたことで思想がねじ曲がって伝わるのはものす

ごく損だなと思います。ですので、ビジョンを語っているこういう場面の情報発信もす

ごく大事だなと思っているし、小委員会も、アクションプランに向けて活動されていく

と思うので、そこで発信する価値のある議論がされている場合は、是非発信していただ

きたいと思います。 

 次に企業の立場から言いますと、やはり単なるボランタリーはやりづらいなという感

はあります。連携とか協調は、ここ 10年、15年いつも言ってきた。総合交通ネットワ

ークもうそうです。先ほど奥谷さんとか、お話がありましたけれども、「ネットワーク

とは何でしょうか」と考えたときに、それぞれの企業が参画する場合は、やはりメリッ

トがないと正直お金も出しづらいです。一つの解が、「ライブジャパンパーフェクトガ

イド東京」です。これは、恐縮ですが東京で最初に取り組んでいるのですけれど、これ

は成田空港会社、羽田空港会社、そして電鉄もいろいろありますけれども、27 社局、

東京都交通局も入ってくださったのですが、毎日それぞれの部局・会社が、ライブでイ

ンバウンド向けの情報発信をするポータルサイトを作りまして、去年の４月にリリース

しました。今、おそらく日本の中でインバウンド向けのサイトとしては、一番ヒットし

ているものになってきたかなと思います。３社が幹事社をやっておりまして、私どもと

メトロさんと、東急電鉄さんです。先ほどそんなにお金がかからないとお話がありまし

たが、金額は詳しくは言いませんけれど、結構この３社は初期投資をしています。 

ただ、初期投資のシステムができると、これを利活用することはさほどお金はかから

ない。でも、毎日情報を出すという作業が必要で、それを参画する人たちがきちんと情
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報発信すれば良いのですけれど、しかも正確な情報でなければダメで、さっきみたいな

話ですよね。不正確な情報をいくら出してもダメなのです。価値が下がるだけだから。

正確な情報を、毎日ちゃんと参画する人たちが出せるかどうか、ここが大事だと思って

います。 

 何か物事を判断する時に、少子高齢化社会だからこの対応も大事ですが、もう一つ、

３番目に大事にしたいなと思っているのは、次の日本、次の北海道のために何を残して

おくと良いのか。迷ったときは、この視点で考えた方がどちらかというとプラスに前向

きな投資も呼び込めるのかなと思います。もちろん、元気な高齢者も増えているし、私

も 95 歳まで現役で働くつもりなのですけれど、その人達、仕事したいんだけど仕事な

いですよね。だから、オリパラに向けてその人たちをマンパワーとして活用する施策は、

今だってすぐに出来ると思う。若い人よりコスト安いですし、喜んで能力を発揮してく

れると思う。実際にそういう会社も増えてきています。少し民間の知恵も活用していた

だけると、もっと良い北海道になるのではないかと思います。以上です。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 柳屋委員、お願いいたします。 

 

（柳屋委員） 

 ＪＴＢ北海道の柳屋と申します。この度、初めて参加させていただいております。皆

さまのお話を聞いて、いろいろと勉強をさせていただいております。 

 旅行会社の立場から申し上げますと、やはり交通インフラが充実しないと観光客の増

加も見込めないものですから、もちろん当社の売り上げも増加にはなりません。本当に

交通ネットワークを良くしたいと考えているのですけれども、先ほど、石井会長からも

お話がございました「連携・協力」という言葉がございましたけれども、この会議を通

じて勉強させていただき、利便性向上に向けた取り組みを皆さまと一緒に考えていきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

（石井会長） 

 ありがとうございます。だいぶ時間が迫ってきましたので、コメントは割愛しますが、

情報の重要性と未来のためというご指摘であったかと思います。 

 続きまして、せっかくの機会でございますので、参与機関からご本人のご参加をいた

だいておりますので、同じくご意見とご発言をいただきたいと思います。石崎参与から、

お願いいたします。 

 

（石崎参与） 
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 北海道運輸局長の石崎です。北海道の交通を取り巻く環境については、各委員または

事務局からご説明がありましたので何も申しませんが、そうした環境変化を踏まえ、こ

の指針なりビジョンを策定されるということで、非常に重要なのだろうなと考えており

ます。 

 その際に、検討に際して、鉄道や自動車や航空機などいろいろな交通機関がございま

すけれども、それぞれの特性をきちんと踏まえた上で、適切な役割分担を考えていただ

きたいと思っております。それが連携にもつながると思いますし、これからの持続可能

な交通体系の構築にもつながると思っております。具体的な実行方法も含めまして、新

ビジョンが示されることを期待しております。ありがとうございます。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございます。 

 続きまして、沖津参与、お願いいたします。 

 

（沖津参与） 

 新千歳空港の沖津です。新千歳空港を取り巻く状況としまして、大きな特徴として先

程来、お話が出ている空港運営の民間委託ということでございます。民間の知識・経験

であるとか資金であるとか、こういったものを活用しまして、道内の地域活性化や地域

振興が促進されればと考えております。 

 もう一つは、平成 28年度の国際線の利用者数が 270万人を超えたというところで、

今後の課題としてはインバウンドの受け入れ体制、こういったものを充実させていく必

要があり、ハード整備は開発局さんにお願いしまして、駐機場の整備であるとか誘導路

の新築工事であるとかいうものに取り組んでいるところでございます。 

 それから、先ほど委員のほうからも台風のお話がございましたが、皆さまご存じのと

おり、昨年 12 月に大雪の影響で空港の運用に非常に影響を受けたことで、皆さま方に

大変ご心配をおかけしたところでございます。空港としましては、航空機の運航だけで

なく、それだけでは空港分野が成り立ってまいりませんので、空港から乗降するお客様

の次の交通、空港の前の交通の確保というところで鉄道・バス・タクシーといったとこ

ろの交通が非常に空港運営に影響があると考えております。それぞれの交通網とか、そ

れぞれの立場におきまして、支え・支えられているという相互の関係にあると思います

ので、連携という言葉のお話も先ほどありましたが、関係者で連携を強化し、情報を共

有していくことが重要と考えておりますので、皆さまのご協力を、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 
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 続きまして、長谷川参与、お願いいたします。 

 

（長谷川参与） 

 新幹線の建設を担当しております、鉄道運輸機構の長谷川でございます。市町村の皆

さまのご負担をいただきながら新幹線の建設をしておりますので、経済的に進めてまい

りたいと考えております。高速あるいは安定輸送という側面におきましては、ＪＲ北海

道としっかりと協調して施設整備に取り組んでまいりたいと思います。 

一方で、今日も議論がありました二次交通の問題につきましては、この委員会の中で

ご指導いただければと思っておりますが、道の指導あるいは市町村とも連携しながら、

それぞれの駅の特徴あるいはキャラクターも議論いただき、札幌駅だけではなく、新小

樽、倶知安、長万部、八雲、それぞれの駅の周辺との連携、あるいは駅の特徴をどう活

かすのか、そのようなところも、またご指導いただければと思っていますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 内山参与、お願いします。 

 

（内山参与） 

 ＪＲ貨物の内山でございます。弊社といたしましては、昨年実施されました鉄道ネッ

トワークワーキングチームであるとか、地域公共交通検討会議においてありました議論

のとおり、道内の交通体系のあり方につきましては、鉄道の果たすべき役割というのを、

鉄道だけの議論にとどめることなく、先ほど仲井委員からもありましたが、陸運、航空、

船など総合的に検討していく必要があると考えております。 

 また、鉄道につきましては、人流・物流ともに経済の循環と密接な関連があるという

観点から、鉄道が地域の経済にどのような効果をもたらすか、また、持続可能な鉄道ネ

ットワークはどうあるべきかを関係者で議論していただければと思っております。 

 また、先ほど、ＪＲ北海道からも話がありましたが、今後、線区見直しについても議

論が始まると聞いております。このことについても、我々は会議に参加させていただき

ながら、貨物輸送を担う鉄道事業者として、鉄道貨物輸送が果たすべき役割、物流にお

ける鉄道のあり方を、ＪＲ貨物といたしましてデータの提供や実態の説明などを繰り返

すことによりまして、地域の皆さま、あるいは道民の皆さまにご理解をいただきながら

議論に参加していきたいと考えております。以上でございます。 

 

（石井会長） 
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 どうもありがとうございました。 

 最後になりますが、岸副会長、よろしくお願いいたします。 

 

（岸副会長） 

 皆さんのいろいろな意見を聞いて考えていたところですけれども、これからの交通に

関する新たな指針を作っていく中で、「連携が大事ですよ」という話は、先ほど、地域

公共交通検討会議のとりまとめの中でもお話ししましたし、知事に報告した時にも申し

上げました。シームレスという言葉が平成 15年くらいにあって、「シームレスな交通体

系を実現させよう」と言って、約 15 年経ちました。それが未だに「連携しましょう」

と言っているということは、結局、進んでいないという理解で私もおります。 

今回はＪＲ北海道の問題がきっかけとなって北海道の交通を改めて考えましょうと

いう良いタイミングとして前向きに捉えることができると思うのですが、では、15 年

前に言っていたシームレスというのが、改めて、先ほどの幹線と地域間と地域内という

形の中で、本当にシームレスができるかが、いま、問われていると思います。 

 もう一つは、鉄道ネットワークワーキングチームフォローアップ会議も小委員会とし

て立ち上がるということで、私は、これすごく大事なことだなと思っています。ワーキ

ングのメンバーとして、鉄道のあり方について議論してまとめた人間として、今度は地

域で議論しましょうと。線区毎にＪＲと沿線自治体と道、国という形で協議が始まると

いう段階になっているのですが、このフォローアップの意味は、私は個人的に必要があ

れば地域に入って、「道で議論していたことは、こういうことですよ」ということも含

めて、鉄道のお金を出す・出さないという議論の前に、まずは鉄道が本当に地域にとっ

て、どのような位置付けになるのか。あるいは鉄道の必要性とか、あるいはそれを含め

た地域のあり方を議論しましょうというところは、私も地域に入っていく心づもりはし

ています。今後どういう形でこれを進めていくのかというのはあると思いますけれども、

これは道庁のほうでもご検討いただければと思います。以上です。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。他の方で、ご発言がございましたら。 

 よろしいでしょうか。それでは各委員・参与から、様々な視点でのご意見をいただき

ました。基本的には、これからの議論に反映させる形でご意見を吸収していきたいと思

っております。 

 基本的には、非常に厳しい外的な環境の中で、これからの北海道の交通をどう考えて

いくのかという、そういう１年になろうかと思いますけれども、岸副会長もおっしゃい

ましたけれども、ピンチがチャンスという見方をむしろ積極的に、入れていく必要があ

るかなと思っています。危機意識はもちろん必要ですけれども、そのことをむしろより

良い方向に変えていくためのエネルギーにしていくというようなことで、様々な問題を



25 

 

改めて見直して、方向付けをこれからしていくということで進めていきたいと思います。

いずれにしても皆さんのご協力のもとで今年度の交通審議会を進めていきたいと思っ

ております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 一応、今後の進め方ということで、本日いただいた意見等も含めまして、先ほど設置

のご承認をいただいた小委員会において少し具体的な議論をさせていただき、その上で、

次回以降の審議会におきましては、そちらでの検討結果を踏まえた議論をしていきたい

と思っております。 

 それでは、高橋知事からコメントをお願いしたいと思います。 

 

（高橋知事） 

 委員の皆さま方、長時間にわたってご議論に参加していただき、誠にありがとうござ

いました。 

 今回の私どもからの諮問の中で、これまでとちょっと違うところの一つが、周りを海

に囲まれている北海道でございます。そういう中で交通ネットワークというと、道路、

鉄路、空路ということを中心の議論がここまで展開されていたと思いますが、加えて物

流・人流、いずれの面でも海上輸送ということについても、ご議論いただくことが重要

ではないだろうかと。インバウンドもどんどん、船でも、クルーズ船でも来ておられま

すし、北海道の場合には、物流の面でもトラック協会さんなど、本当にご苦労をおかけ

しておりますが、海上輸送のウエイトも多いのが北海道でございます。こういった点が、

私どもとして新たに皆さま方にご議論をいただきたいと考えている分野でございます。

まさに文字通り総合的な交通ネットワークという議論を、心から期待させていただきた

いと思う次第であります。 

 加えて、今日の各委員のお話をお伺いしておりまして、特にユーザーサイドから見て

正確な情報を、それぞれの交通手段毎に全て提供し、それを共有するシステムの重要性

ということのお話があったところでございまして、これは新たな問題ということで、昨

年 12 月の新千歳空港における大雪の影響というのは、本当に記憶に新しいところでご

ざいますので、観光立国北海道を目指す中で、これは新たな課題というものを委員の

方々からご指摘をいただいたなと思っているところでございます。 

 これから１年間、おつきあいをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

 

（石井会長） 

 どうもありがとうございました。 

 最後に全体を通じて何かご発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。ちょ

うど時刻がまいりましたので、この辺で議論を終えさせていただきたいと思います。 

 では、マイクを事務局にお返ししたいと思います。 
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（河内課長） 

 長時間にわたり、ご議論いただき、ありがとうございました。 

 次回は、小委員会での議論を踏まえまして、11 月頃に原案の検討をお願いしたいと

考えておりますが、日程につきましては石井会長とご相談の上、調整させていただきた

いと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 以上をもちまして、本日の北海道運輸交通審議会を閉会いたします。どうもありがと

うございました。 


