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ＪＲ北海道の事業範囲の見直しに関する主な動き

１ 関係者会議での議論 （別紙１及び２参照）

○ ＪＲ北海道の事業範囲見直しに関し、関係者が意見交換を行い、その結

果を地域に対し広く情報提供を行うことで、地域での検討・協議を加速す

ることを目的に、次の６者による関係者会議を設置。

【構成機関】

国土交通省鉄道局、北海道市長会、北海道町村会、ＪＲ北海道、

ＪＲ貨物、北海道

○ 昨年４月から１２月まで５回にわたり会議を開催し、国の支援の考え方

や、ＪＲ北海道の将来的な経営見通しなどについて議論。

○ いずれについても、支援に関する地域の理解を得る上では、整理すべき

課題が残っていることから、昨年１２月に開催された第５回会議において、

道から次の考え方を提示し、関係者間で確認。

ＪＲ北海道に対する地域支援について

１ 国と地域は、ＪＲ北海道に対する地域としての支援に関し、道民理

解が得られるよう、引き続き、課題について議論を継続する。

２ 地域は、維持困難線区を持続的に維持していくための仕組み等につ

いて検討を行う場を設置し、国などの協力を得ながら、平成３３年の

法改正も視野に、検討・協議を行う。

３ 国は、ＪＲ北海道及び地域の関係者の取組の着実な進展を前提とし

て、平成３３年度以降の国の支援を継続するため、所要の法律案を国

会に提出することを検討する。

４ 地域は、ＪＲ北海道の極めて厳しい経営状況を踏まえ、平成３１年

度及び３２年度において、維持困難線区における定時性や利便性、快

適性の向上などの利用促進に資する緊急的かつ臨時的な支援を行うべ

く、速やかに協議を行う。
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２ 各地域における検討・協議（別紙３参照）

○ 道幹部と有識者が地域に入り、最適な公共交通ネットワークのあり方に

関する議論を加速。

○ 札沼線（北海道医療大学～新十津川間）については、昨年１２月に、鉄

路を廃止しバス転換することで関係４町とＪＲ北海道が合意。

○ 現在、全道各地において、ＪＲ北海道が策定する線区別の事業計画（ア

クションプラン）について、意見交換を実施中。

３ 全道的な利用促進の取組（別紙４及び５参照）

〇 道では、持続的な鉄道網の確立に向け、オール北海道で利用促進等の

取組を展開するため、関係１５団体による「北海道鉄道活性化協議会」

を設立。

○ 昨年１２月の第１回協議会においては、今後取り組むべき「３つの道

民運動」を提唱するとともに、公共交通の利用促進に向けたキックオフ

フォーラムを開催。

○ 今後、関係機関との連携の下、利用拡大に向けた取組を、戦略的かつ

切れ目なく実施。



ＪＲ北海道の経営改善について（平成30年7月27日公表）

ＪＲ北海道は厳しい経営状況に置かれており、平成２８年１１月に単独では維持困難な線区を公表して、地域と協議してきた。
今般、国土交通省よりＪＲ北海道に対し、ＪＲ会社法に基づき、下記「１．ＪＲ北海道の経営改善に向けた取組」に掲げる取組を着実に進めるよう監督命令を発出するとともに、国の支援
として、下記「２．関係者による支援・協力」を公表した。

１．ＪＲ北海道の経営改善に向けた取組 ２．関係者による支援・協力

ＪＲ北海道は、北海道新幹線の札幌延伸の効果が発現する

平成４３年度の経営自立を目指して、徹底した経営努力を行う。

○札幌市圏内における非鉄道部門も含めた収益最大化

○新千歳空港アクセスの競争力強化（快速エアポートの増強）

○インバウンド観光客を取り込む観光列車の充実

○コスト削減や意識改革 など

ＪＲ北海道の徹底した経営努力を前提として、経営自立までの間、国、地方自治体、
関係者等が必要な支援・協力を行う。国の支援の根拠となる法律の規定に付された
期限内の平成３１年度及び３２年度の２年間における国の支援は、以下のとおりとする。

（１） 利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が必要な線区における
鉄道施設及び車両の設備投資及び修繕への支援
（※）地方自治体等からも同水準の支援が行われることを前提に、
具体的な仕組みについては、地方自治体等との協議も踏まえ、今後検討・調整。
道内自治体の厳しい財政状況を踏まえ、地方財政措置を要求。

（２） 貨物列車走行線区における貨物列車の運行に必要な
設備投資及び修繕等への支援

（３） 青函トンネルの維持管理への支援

（４） 経営基盤の強化に資する前向きな設備投資への支援

総額（２年間） ４百億円台 （額は今後確定）

（１）から（３）までは全額助成、（４）は助成１／２、無利子貸付１／２

平成３３年度以降については、ＪＲ北海道及び地域の関係者の取組の着実な進展を
前提として、国の支援を継続するため、所要の法律案を国会に提出することを別途検
討する。

上記の資金面の支援に加え、ＪＲ東日本から、新幹線ネットワークを活用した連携、
人的支援、技術支援、観光分野の協力など、最大限の協力・支援を求める。

国は、新幹線の高速化について、物流の確保にも配慮した上で検討を進める。

＜事業範囲の見直しについて＞

・鉄道よりも他の交通手段が適しており、利便性・
効率性の向上も期待できる線区

地域の足となる新たなサービスへの転換を進める。

・利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの
構築が必要な線区

観光列車の充実

ＪＲ北海道「単独では維持困難な線区について」

鉄道施設の設備投資や修繕

青函トンネル排水設備

新幹線札幌駅（イメージ）

快速エアポート

平成３１年度及び３２年度を「第１期集中改革期

間」とし、ＪＲ北海道と地域の関係者が一体となって、
利用促進やコスト削減などに取り組み、持続的な

鉄道網の確立に向け、２次交通も含めたあるべき

交通体系について、徹底的に検討を行う。

第１期の検証を行い、着実な取組が行われてい

ることを前提に、平成３３年度から３５年度までの

「第２期集中改革期間」に移行する。

取組の結果を毎年度検証し、最終年度（平成３５
年度）には総括的な検証も行う。利用者数等の目
標に対する達成度合い等を踏まえ、事業の抜本的

な改善方策についても検討を行う。

貨物列車の運行

ＪＲ北海道の経営計画等に盛り込まれた取組につ

いて、四半期ごとに鉄道局とともに検証し、情報を
開示。数値目標の達成状況を迅速に検証し、速や
かに改善方策を講じるため、部門別の収支管理な
どの体制を整備。
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※平成３３年度以降も、国の支援が毎年２００億円継続すると仮定
【出典】ＪＲ北海道５年間の収支見通しについて
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ＪＲ北海道の事業範囲の見直しに係る地域の動き

ＪＲ北海道の経営再生と持続的な鉄道網の確立に向けては、ＪＲの徹底した自助努力を前提に国の実効ある支援と、地域の実情に応じた方策が一体
的に講じられることが不可欠。

道では、地域における検討・協議の場において、道が有する様々な情報や実情を踏まえた取組の提案を行うなど、道と沿線自治体が一体となって、最
適な公共交通ネットワークのあり方に関する議論を加速させ、鉄道網を含む公共交通ネットワークと地域交通の確保に向け積極的に取り組む。

網走

東釧路

③札沼線 [医療大学～新十津川]
（札沼線沿線まちづくり検討会議）

・H30.8 ４町でバス転換の方向性について確認

・H30.10  ４町で札沼線廃止とバス転換容認

・H30.12 ４町とJRで廃止同意書と支援内容に係る
覚書を締結

④室蘭線 [沼ノ端～岩見沢]
（室蘭線活性化連絡協議会）

⑤日高線 [苫小牧～鵡川]
（東胆振首長懇談会）

・H30.8  東胆振首長懇談会を協議の場と位置付け、
今後の検討・協議を推進することを決定

⑦石北線 [新旭川～網走]
（石北本線合同会議）

⑧釧網線 [東釧路～網走]

⑪根室線 [滝川～富良野～新得]
（根室本線対策協議会）

・H30.8 「生活・観光・物流」の側面から路線のあり
方について、関係者と検討・協議を推進す

ることを決定

・H30.11 JRから、事業計画策定等に関する説明
を受け、意見交換を実施（合同協議会）

・H30.11 JRから、事業計画策定等に関する説明を
受け、意見交換を実施（合同協議会）

①宗谷線 [名寄～稚内]
（宗谷本線活性化推進協議会）

（ＪＲ釧網本線維持活性化沿線協議会）

・H30.11 JRから、事業計画策定等に関する説明を
受け、意見交換を実施（合同協議会）

②留萌線 [深川～留萌]
（留萌本線沿線自治体会議）

・H30.9 沿線4首長が、国及びJRから考え方を聴
取し、今後、ＪＲと個別意見交換を実施

※ 石勝線夕張支線[新夕張～夕張]
・H30.3 鉄道事業廃止と夕張市の持続可能な

交通体系再構築に関する覚書を締結

⑥日高線 [鵡川～様似] （日高町村会）

・H30.7 調査検討協議会で今後の対応を協議し、
「鉄道(苫小牧～日高門別間)＋バス」及び

「全線バス」について議論を進めることを決定

・H31.1 沿線協議会で方針を最終決定（予定）

・H30.11 空知地域と胆振地域の沿線５市町による
協議会を設置

⑩花咲線 [釧路～根室]
（根室本線花咲線対策沿線地域連絡協議会）

・H30.11 JRから、事業計画策定等に関する説明を
受け、意見交換を実施（合同協議会）

・H30.11 JRから、事業計画策定等に関する説明を
受け、意見交換を実施（合同協議会）

⑨富良野線 [富良野～旭川]
（富良野線連絡会議）

・H30.11 JRから、事業計画策定等に関する説明を
受け、意見交換を実施（合同協議会）

【H31.01.28現在】
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全道的な利用促進組織による「道民運動」の展開

道民自らが

「乗る！」

道外・海外から

「利用者を呼び込む！」
鉄道の維持や魅力向上のため

「行動する！」

持続的な鉄道網の確立に向け、道民が取り組む「３つの道民運動」

・仕事やレジャーなどにおける、

鉄道やバスなどの公共交通機関

の利用を図る。

・鉄道を活かした魅力ある観光地

づくりや、情報発信、誘客活動

などを行う。

・駅や車両の魅力向上など

様々な取組を通じて、鉄道に対する

応援活動を行う。

地域・団体の創意による多様な連携事業の実施

例 ・ 振興局一斉ノーカーデー（道）

・ レジャーでの公共交通利用（道民）

・ 会議、出張等での公共交通利用

（自治体・企業・団体）

例 ・ 鉄道を活かした観光地づくり

（沿線自治体）

・ 情報発信、誘客プロモーション

（観光振興機構・ＪＲ）

例 ・ 駅の維持や美化に関する協力

（沿線自治体・住民）

・ 特急列車における車内販売

（地域団体）

持続的な鉄道網の確立に向けた北海道の姿勢を全国に対して強く発信！

全

道

的

な

取

組

地
域
・団
体
の
取
組

全道的な利用促進組織を設立し、持続的な鉄道網の確立に向けた「道民運動」をオール北海道で展開する。

「３つの道民運動」をオール北海道で展開していくための中核事業の実施

（連携 協働）

北海道鉄道活性化協議会（全１５団体）

○会長 ： 北海道 ○副会長：市長会・町村会・道経連・道商連・経済同友会 ○監事：観光振興機構・商工会連合会

○会員：農協中央会・ホクレン・漁協・森林組合連合会・北海道医師会・私立中高協会・ＪＲ北海道
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別紙５
北海道鉄道活性化協議会 第１期事業実施状況
（2018年12月1日から2019年1月17日まで）

１ 道民運動の提唱・普及

（１）道民キックオフフォーラムの開催
・日 時 2018年12月22日（土）14時～16時
・場 所 札幌パークホテル３階パークホール
・来場者 ６００名

（２）道内紙での全面広告の掲載
・掲載日 2018年12月23日（日）
・掲載紙 北海道新聞朝刊

（３）運動の普及に向けた情報発信
①ロゴマーク、キャッチコピーの作成、公表
・道民キックオフフォーラム（12月22日開催）で公表。
（来場者、報道機関にロゴマーク・キャッチコピー入り小旗の配布による周知）

②ロゴマーク、キャッチコピーの普及啓発
※１月中に委託事業者を決定し実施予定

・運動スローガン「みんなで乗れば、未来が変わる。」の普及
・企業団体への普及（１企業１アクションの展開）

２ 震災からの利用回復

（１）交通、観光振興のシンボルとなる特別な観光列車の運行
①富良野線・宗谷線（復興クリスマストレイン）
・運 行 日 2018年12月24日(月）
・運行区間 富良野駅～旭川駅～稚内駅
・参 加 者 インバウンド客等96名、胆振東部地震の被災地親子39名

②釧網線
・運 行 日 2019年1月31日（木）
・運行区間 網走駅～釧路駅
・参 加 者 インバウンド客 約100名（募集中）

（２）インバウンドの利用促進（北海道レールパスの需要喚起）
※１月中に委託事業者を決定し実施予定（～3/31)
・インセンティブキャンペーンの実施
・セールスコールの実施 など

（３）国内の利用促進（ひがし・きた北海道フリーパスの需要喚起）
※１月中に委託事業者を決定し実施予定（～3/31)
・北海道フリーパス利用者向けキャンペーンの実施
・学生をターゲットにしたプロモーションの実施

３ アクションプランの策定

2018年度において当協議会や道内各地の住民、団体等が取り組む鉄道の利用促進
に向けた取組の取りまとめ（第1回全体会議(2018年12月22日）において報告）

４ 会議等の開催

（１）全体会議（第１回）
・日時 2018年12月22日（土）13時～13時30分
・場所 札幌パークホテル３階エメラルド

（２）幹事会等（随時開催）


