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会議録 平成27年6月3日(水)場 所 3階 第5研修室

会議名：第2回総合交通体系調査特別委員会

出席委員：吉田委員長、竹田副委員長、佐藤委員、新井田委員、平野委員、相澤委員

手塚委員、福嶋委員、鈴木委員、又地委員

欠席委員：なし

会議時間 午前9時57分～午後12時05分

事 務 局 吉 田、西 嶋

会 議 次 第

1．委員長挨拶

吉田委員長 おはようございます。

ただいまから第2回総合交通体系調査特別委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は10名でございます。

よって、木古内町議会委員会条例第14条の規定による委員定足数に達しております

ので、会議は成立いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は、別紙配付のとおりであります。

全委員の皆さんにおかれましては、総合交通体系今年度第2回ですが、改選を終えま

して第1回目となります。それで、私も前委員長であります又地委員長から引き継いで

の総合交通体系になりますので、よろしくお願いいたします。

また、説明員につきましては改選を終え、3名の新人の委員もいますので、なるべく

前回に沿ったような形を何回も繰り返すようですが、詳しく説明していただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。

今回の総合交通体系につきましては、きのうカウントダウンボード300日を切ったと

いうセレモニーがありました。そして、来年度もう新幹線が開通すると。その1年あま

りの中でいろんなこと、道南いさりび鉄道なりいろんなことがございます。まして、

そのあとに控えていますトレイン・オン・トレイン、カートレインの基地誘致、及び

松前半島道路、江差道の早期開通という難題が山積してございます。それから、木古

内－江差間の代替バス路線の項目もございますので、たぶんこの4年間というのは相当

交通体系につきましては難題があると思いますので、行政そして議会も一緒になって

この難題に向かって行きたいと思いますので、説明のほうよろしくお願いいたします。

また、今回は竹田副委員長をはじめ、委員の皆さんの協力を得まして、進めて行き

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

2．調査事項

（1）トレイン・オン・トレイン及びカートレインに係わる情報収集及び基地誘致に関すること

吉田委員長 それでは早速、調査事項に入らせていただきます。
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（1）トレイン・オン・トレイン及びカートレインに係わる情報収集及び基地誘致に

関することであります。

その前に町長から何かございますか。

町長。

大森町長 おはようございます。

交通体系の調査特別委員会につきましては、新しい議会体制になりまして、はじめ

ての会になるかと思います。私どもの担当が替わっておりますので、ご紹介をさせて

いただきます。これまでは中尾新幹線振興室長のポストに、同じく道からの派遣で丹

野が担当いたしますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

また、昨日は当町のカウントダウンボードの除幕式にあたりまして、何かと皆様方

にはお忙しい中をわざわざ式典に参加をしていただき、心から感謝を申し上げます。

お陰様で知事の来町をいただき、その中で盛会のうちに終えることができました。

また、テレビそしてまた、新聞等で大きく全道的に報道・放映がされましたので、こ

れも木古内町をアピールする一つの成果になったのではないかと考えております。

今後とも大いに外に向けて、木古内町を発信して行きたいと考えておりますので、

皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。どうぞきょうはよろしくお願いいた

します。

吉田委員長 それでは早速、調査事項に入ります。

（1）トレイン・オン・トレイン及びカートレインに係わる情報収集及び基地誘致に

関することでございます。

丹野室長。

丹野新幹線振興室長 調査事項の1番、トレイン・オン・トレイン及びカートレインに

係わります情報収集及び基地誘致に関することにつきまして、ご説明申し上げます。

資料の1ページをお開きください。本資料につきましては、本年5月12日に開催され

ました北海道と青森県の関係市町・自治体、それから経済団体などで構成されます青

函共用走行区間高速走行早期実現協議会、これの第3回の協議会におきまして、国土交

通省鉄道局から提出されました、青函共用走行に向けた検討状況に関する資料でござ

います。

資料の2ページをお開きください。はじめに、これまでの経緯についてでございます。

青函共用走行区間の新幹線の走行速度に関しましては、当面は現行の在来線の特急列

車と同等の時速140ｋｍとされておりますが、その整備効果を高めるため、時速200ｋ

ｍ以上の高速走行の実現が求められております。このため、平成24年度に国土交通省

の交通政策審議会に青函共用走行区間技術検討ワーキンググループが設置されまして、

平成25年3月には青函共用走行問題に関する当面の方針というものが取りまとめられた

ところでございます｡この当面の方針の中では、時間帯区分案によりまして、平成30年

春に1日1往復の高速走行の実現を目指しますとともに、それと並行しましてすれ違い

時減速システム等による共用走行案、及び新幹線貨物専用列車導入案。いわゆるトレ

イン・オン・トレインの技術的実現可能性の検討を深度化し、開発の方向性の見通し

を得ることとされております。これを受けまして、資料の3ページにございますとおり、

与党の整備新幹線建設推進プロジェクトチームが青函共用走行に関しまして、4点の申
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し入れを行っておりまして、その中で中長期的な方策として本格的な高速走行実現に

向けて、すれ違い時減速システム等による共用走行案や新幹線貨物専用列車導入案ト

レイン・オン・トレインについて、技術的な課題を抽出し実現の可能性についての検

証評価を加速することを国土交通省・鉄道運輸機構・ＪＲ等に申し入れております。

資料の4ページをお開きください。先ほどご説明しました当面の方針のうち、時間帯

区分案についてでございますが、検討が必要な事項といたしましては、1.支障物の確

認、2.高速列車と貨物列車を絶対にすれ違わせないための方策の2点になります。これ

につきましては、資料の5ページにございますとおり、平成26年度補正予算で6億3,000

万円、平成27年度予算で2億7,000万円の内数ということで、予算措置がされておりま

して、平成26年度補正予算ではレーザー等を用いた支障物の確認手法の開発試験や運

転保安システムの開発、平成27年度予算では運行管理システムの開発が行われる予定

となっております。

続きまして、資料の6ページをお開きいただきます。次に、すれ違い時減速システム

等による共用走行案についてでございます。検討が必要な事項といたしましては、す

れ違い時減速システムの構築、トンネル内の気圧変動による対向列車への影響の検証

・評価などがございまして平成26年2月以降、学識経験者や鉄道事業者などで構成され

ます青函共用走行区間すれ違い時減速システム等検討会議において、検討が進められ

ている状況です。

資料の7ページをお開きください。次に、新幹線貨物専用列車導入案トレイン・オン

・トレインについてでございますが、検討が必要な事項といたしましては、専用列車

の重量や重心など通常の新幹線車両との基本性能の違いの整理が必要になっておりま

して、平成26年3月以降、新幹線貨物専用列車技術評価検討会におきまして、走行の安

全性や安定性などの課題についての検討が進められている状況でございます。

なお、資料の8ページのほうに青函共用走行問題に関するこれまでの検討状況につい

て記載しておりますので、そちらも合わせてご覧いただけます。以上でございます。

吉田委員長 ただいま説明が終わりました。皆さんから質疑を受けます。

佐藤委員。

佐藤委員 毎回同じような質問になろうかと思いますけれども、ただいまの説明の中

でトレイン・オン・トレインの時はこのような進行になるということでございますけ

れども。北海道側は一応このような計画でいるということは理解はできるわけでござ

いますが、この問題については7ページになりますけれども、やはり同時に青森県側も

どのように進んでおられるのか、情報がわかればお知らせをお願いいたします。

吉田委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 北海道側と合わせた青森県側の対応の状況についてのご質問で

ございますが、これまでも北海道新幹線建設促進道南期成会、あるいは北海道新幹線

建設促進関係自治体協議会という形で、道側としては全ダイヤの高速走行実現に向け

た青函共用走行問題の早期の抜本的解決を国などに要請しておりまして、昨年度につ

きましては北海道と青森県、知事も含めまして合同で国のほうに要請をしている状況

でございます。以上でございます。

吉田委員長 佐藤委員、よろしいですか。
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ほか。

新井田委員。

新井田委員 おはようございます。

この説明はいままでの経過ということで、私どもはある程度ちょっと理解をしてい

るのですけれども、今回の先ほど委員長がおっしゃったように、新人3人のかたがどれ

ほどちょっと理解しているかわかりませんけれども、いずれにしてもこの一つ懸念事

項が、このトレイン・オン・トレインという我々も議員活動の中で、たまさか先般こ

こに上がっているように、与党整備新幹線建設推進ＰＴということで座長が町村さん

ですよね。大変この間ちょっとお亡くなりになって、この辺の取り組みがどうなるか

という一つの懸念もあります。座長代理というかたも当然いるでしょうし、また組織

の変更の中できちんとこういうことが実行されることは間違いないと思うのですけれ

ども、それが一つ懸念なのですけれども。そういう中で先般、先般というよりも、去

年からトレイン・オン・トレインに関しては、いろんな北海道ＪＲの不祥事があった。

その中で、ある意味ではそういう不祥事の中で、いま予算的な部分だとかあるいはＪ

Ｒ北海道側の流れの中も、非常に足踏み状態にあるのだと。そして、ちょっと話が飛

びますけれども松前道路云々という中で、先般ちょっとこんな話も聞いているのです

けれども、当面はいまのいわゆるトンネルを、従来のトンネルを使うということなの

ですけれども、いろんな安全面からいってトンネルを掘るのだという案もチラッと聞

いている状況なのです。そういう中で、トレイン・オン・トレインというものがはた

して今後どうなのかというまず不安要素。我々としては、おそらくここいわゆる基地

誘致の中で、いろんな活動をさせてもらっているのですけれども、仮に万が一「トン

ネルが仮にやるよ」と言った時に、おそらく基地そのものがなくならないのかなとい

うことだろうと思うのですけれども。それにしてもそんなことがちょっと懸念される

中で、行政との中でいまいまの中で、いろんな情報の中で、そういう方向性は一体ど

うなのだろうということをわかる範囲で結構ですけれども、ちょっとお知らせを願い

たいと思います。

吉田委員長 町長。

大森町長 トレイン・オン・トレインの要請活動につきましては、当町としてはＪＲ

北海道と協議の中で、「現在ＪＲ北海道が国に要請をしているところなので、自粛して

いただきたい」と。この大きな理由は、知内町さんがこの誘致に動いたということが

あります。「まだ国とＪＲ北海道が十分協議をないまま、ここで木古内が動くと地元の

統一した意見がないという悪い印象を受けるので、自粛をしていただきたい」と、「い

ずれその時期がきた時には、ＪＲ北海道と協力をして要請活動等などを行っていきま

しょう」とこういう紳士協定をしているところでございます。そうした中で、去年の

この委員会の中でご報告させていただきましたとおり、この政府与党のワーキンググ

ループにおきましては、「トレイン・オン・トレインについての協議がなされている」

と。「国ではじめてこれがなされているということを知ることができたと」ということ

で現在、この協議がされていると。そういう中で、トレイン・オン・トレインについ

て将来どうなのだろうというご心配の声でございますが、まずは一つは国で検討して

いる事項に乗っかっているということでございますので、これはこれからの情報収集
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に努めていきますし、またこの中には町村先生はご逝去されましたが、私どもの前田

代議士もこの中に入っておりますので、十分な要請活動も行えるとこのように考えて

おります。いま「第2のトンネルと言いますか」というお話でございますが、これは正

式なトンネルの議論というのは聞いてはいないのですが、懇親会等の中で「どうだろ

う」という意見は出ておりますが、これを協議してまたこれを要望するという段階に

はいまなっておりません。したがいまして、私どもの捉え方とすると、二つ目のトン

ネルというのはちょくちょく聞くのですが、正式なところでは議論はされていないと

いうふうに認識しております。2ページを開いていただきますとよくおわかりになるか

と思うのですが、当年の方針という2ページ目の先ほど丹野室長がご説明いたしました

とおり、一つは時間帯を区分する案。二つ目は、すれ違い時に減速をする、そして共

用走行する案。三つ目が、いわゆるトレイン・オン・トレインです。新幹線貨物専用

列車の導入案と。これがまさに、いま国のワーキンググループで協議をしているとこ

ろでありまして。したがいまして、トンネルというのはいろんなところでは出るので

すが、正式な協議としては行われていないということで、ご理解いただきたいと思い

ます。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 トンネルに関してはそういうことでしょうけれども、今後またいろんな

情報の中で、わかり次第また教えていただければと思います。

あと一つ、この新幹線絡みの書類・資料にも、安全面に関する模索が非常に良く書

かれている部分もあるのですけれども、当然ながら安全に関しては我々いろんな中で、

声高らかにちょっとものを言ってきたつもりではいますけれども。先般、新幹線絡み

ではないのですけれども、トンネル内でいろんなちょっと事件がありましたですよね。

その件に関しては、資料もいただいています。全部私もちょっと見ていないのですけ

れども、一つ間違うと大変な惨事になると。なお且つ、特に新幹線は300人以上の人が

往来するわけですよね。そういう中で新聞紙上も含めて、いろんな安全に対する構築

がものを言われているのですけれども、その件に関してはやはりいろんな課題はある

と思うのですけれども、行政としてあの事件の中で、今後新幹線の展開の中で、いろ

いろ関係機関の中にどういう申し入れをしているのか、あるいはしていないのか。そ

の辺ちょっと聞かせてください。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 ただいまお尋ねの件につきましては、4月3日に発生しました

青函トンネル内での車両の発煙、この件に関してだと思います。これにつきましては、

実際乗客124名、あるいはＪＲ関係者は5名ということで、これらの方々が竜飛海底駅

から青森方に発煙を確認した上で列車が停車したということで、旧竜飛海底駅を経て

ケーブルカーに乗って、青森方の外ヶ浜町。こちらに避難をされたという内容でござ

いました。ＪＲ北海道のほうには、この避難誘導等については、当日の状況を確認し

ております。日頃の訓練どおりに排風機・送風機こういったものを使って、乗客には

影響がないように極力影響がないようにということで、「手順どおりの避難誘導ができ

たもの」というふうには申しておりました。

それから今後につきましては、新幹線車両が走行するということで、乗客の数も増
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えます。いった中で、これまで以上の避難誘導に関する確認、また訓練。こういった

ものをした上で、「有事の際に備える」というふうに伺ってはございます。

吉田委員長 町長。

大森町長 お尋ねの内容は、「要請活動をしているか」とこういうことだと思います。

青森県側では、要請活動はしておりました。今回のトンネルでのトラブルを受けて「事

故のないように」、さらには「万が一の時には速やかに陸上に戻れるように」こういっ

た要望はしておりますが、北海道のいくつかの機関がありますが、そこでの要望活動

というのは特別いまの段階では聞いておりません。とりわけ、この道南地域でのいく

つかの機関の中では、改めてトンネル事故に対しての要請活動はしていないという理

解をしております。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 最後になりますけれども、いま町長からも縷々ご説明いただきましたけ

れども、やはりいまの資料も安全性も確かにもちろん大事でございます。しかしなが

ら、やはりそういう事例が出ると、これはこれとしてやはりきちんと重く受け止めて

いただかないとまずいと思うのです。だから、要請活動は要請としてきちんとやはり

ものを申すということをしていかないと、次の展開にならないという思いが私は個人

的にしています。ですから、そういうことをやはりきちんと今後いろんな関係機関に、

安全面に関することに関しては特に、行政としてもきちんと動いていただくように要

請したいと思います。

吉田委員長 町長。

大森町長 青函トンネルの問題につきましては、このほかにもいくつかの課題があり

ます。きのうカウントダウンボードの除幕式にＪＲの取締役、安藤函館支社長が来町

して、ちょうどステージのどこでもゆきちゃん側にいらっしゃったかたですが。この

かたが取締役で函館の支社長ですが、こちらのほうには直接トンネル内の事故につい

て、今後二度と同じような事故が起こらない方法について、十分検討していただきた

い。あるいは、青函トンネルの中は携帯電話が使えません。この度、あの白煙トラブ

ルで携帯電話はどんなふうに使われたかというと、いまスマホに随分替わっています。

1.数キロ竜飛の海底駅に歩く時に、電池変わりに使っていたと。避難所に行って今度

はケーブルで上がって行くわけですが、ここで待ち時間でこれはテレビでやっていた

のですが、インタビューを受けて「電話がつながらない」と。「だから、家族にも連絡

ができない」と。こういうことがありましたので、ぜひ青函トンネルの中で携帯電話

が使えるようにしていただきたいと。また同時に、これから北海道新幹線が新函館北

斗まで開業する時も、このトンネルの中も使えない。これを本州側から見ますと、八

戸を出ると途中、七戸十和田があって新青森なのですが、この間にとんでもない長い

トンネルがあるのですよ。そこも使えない。新青森を出ると今度、蟹田のあたりまで

が使えるのですが、そこからもトンネルに入ると知内に出て一部と、木古内に来てや

っと使えるということで、もうどこかに連絡するにしてもなかなか不自由な状態。特

にトラブルがあった場合に、早く家族に連絡を取りたいという場合についても、不自

由な思いをすることになるので、お客様をサービスを持って迎えるとすれば、「携帯電

話は」ということの要請も同時にしております。この携帯電話は現社長にもお話をし
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たのですが、現社長は「札幌延伸までには全部付けますよ」ということなのですが、「そ

うしたら15年ですか」と言いたかったのですが、そうは言わず「ぜひ新函館北斗開業

までに付けていただきたい」という要請については、個人的には行っておりますが、

こういったことも団体でこれからもやっていく必要性はあると考えておりますので、

これまでのような個人的な要請とはまた別に、団体での要請も引き続き行っていきた

いと思っております。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 いま町長から答弁をいただきましたけれども、私はやはりこれまでの

トラブルはトラブルとしての対処策等についてはいろいろ出されています。ただ今後、

新幹線という位置付けの中で、木古内駅。木古内駅というのは保安的な保安駅的な要

素もあるということを町長は認識していると思うのですけれども、そうなった場合の

木古内を売り込むチャンスかなというふうに思うのですよね。例えば、現在の特急の

トラブルがあった時の例えば機関車というか金太郎ですか。貨物というか列車を例え

ば誘導する引っ張るそういう車両の配置だとか、我が町が考えることではないかもわ

からないけれども、万が一の時の対策としてのどうなっているのだという部分。大平

のほうに車庫でなくて新幹線の何かありますよね。そっちにそういうものの台車とい

うか列車が配置になるのかどうなのかというのはちょっとわからないのですけれども、

そういう部分も含めて木古内町を訴えるべきではないかなというふうに思います。

それと今回の資料、昨年の17回の資料と全く変わっていない。変わっていなければ

資料はわざわざコピーすることはないわけだから、前回の資料を持参してということ

で。今回は新人もいるということで全部印刷したのもあるけれども、やはり常日頃言

っている事務事業のやはり経費節約だとかと考えれば、やはりそういうことを常に念

頭におくべきだろうと。

それと、やはりこの共用区間の問題というのを一番の200ｋｍで走行するいろんなや

はり時間帯区分だろうと、我々素人から見ればそう思うのですよね。すれ違い、その

ほかにはやはり我が町が求めているトレイン・オン・トレインこれはあるけれども、

国がようやく取り上げてくれたということですから、我が町としての動きが取れない

というがんじがらめになっているようですから、当面はやはり我が町にとってのメリ

ットというかトレイン・オン・トレインにやはり特化すべきだろうというふうに思う

のですよ。時間帯区分、これはたぶんいまのＪＲのほうで考えて、これをこういう形

の中で、たぶん200ｋｍの走行が実現するだろうとこう思っています。だからいち早く、

ただトレイン・オン・トレインについてもこの8ページの資料を見れば、26年の12月以

降動いていないのですよ、町長。やはりここだと思うのですよね。今年度に入ってか

らでも1回でもやはりそういう打ち合わせをやって、この部分がせっかく国で取り上げ

たということであれば、予算付けがどうなっている、問題は予算だろうというふうに

思うのですよね。だからその辺の部分を含めて、やはり我が町としてどうしていくの

だという部分がやはりこの今回の資料だけ、国から出されている資料だけの説明では、

やはりスキッとしない。やはり我が町とすればこの問題については、先ほど町長は知

内の問題も触れていましたけれども、そういう問題もこれ有りで、トレイン・オン・

トレインについてはしばらく動けないのなら動けない。取りあえずは時間帯区分案で
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この共用区間の200ｋｍを実現するために、我が町としてもやはり鋭意協力していこう

ということなのかどうなのかということがどうも見えてこないのですよ。やはり1、2、

3とあれば、どれも可能性がある。だけれども、どこに絞っていくのだという部分が見

えてこないわけだから。当面は時間帯、そして最終的にはトレイン・オン・トレイン

でいくのかどうなのかというやはり、我が町としての考えもやはり整理すべきだろう

というふうに思うのですけれども、その辺どうですか。

吉田委員長 町長。

大森町長 3点のお尋ねでございますので、お答えいたします。

まず、こういった事故等があるいはトラブル等が起きているＪＲ。当町は避難駅と

いう位置付けの駅でございますので、これらについてもっとＰＲをしていくべきでは

ないかと、名前を売って行きましょうということなのですが、基本的に避難駅が使わ

れないことが一番いいわけでありまして、これを宣伝に使うというのはあまり好まし

い話ではないと私自身は思っております。しかし、実際に青函トンネル内で煙りが出

たという事故があったわけでございますから、これから当駅と今別の奥津軽今別の駅

というのは避難駅ということで、しっかりといろんなところで出てくるのではないか

と思います。

大平のお話をされていましたが、車両につきまして新幹線の車両につきましては、

あくまでも新青森から札幌までの区間につきましては、七飯にできる函館総合車両基

地が全て車両を保管する場所になっております。そのほかに車両が一時待避できるの

は、木古内駅と津軽今別の駅でございます。それは、ご覧になっておわかりになると

思いますが、上りと下りのほかに真ん中にもう1本線がある。これがまさにどちらかで

上り、どちらかで下りを止めるというそういう役割を将来は果たすようでございます。

ほかの新函館北斗駅何かでも、上りと下りよりありません。したがいまして、全て函

館車両基地で管理され、有事の時には木古内と今別の真ん中の線が利用されるという

ことでございます。こうしたことで、本当に何かがあるとお客様は木古内の駅を利用

することになると思いますが、積極的なそれによっての積極的なＰＲ活動というのは、

いま控えるべきではないかと思っております。

二つ目のこの資料です。今回は、委員会のほうから特別新人のかたもいらっしゃい

ますので、「同じ資料を付けてください」ということでのお話がございましたので、だ

からといってこれまでいらっしゃる7名の皆さんに、「持って来てください」というの

も気の毒だったものですから、あえて経費はかかりましたが準備をさせていただきま

した。ご指摘のとおり、こうした二重の資料作りなどは、これからは特別の場合を限

り、避けていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

3点目のトレイン・オン・トレインの誘致でございますが、まず間違ってご理解して

おられればと思いましてここだけは確認したいのですが、知内町さんが動いたからい

ま木古内が動けないのではなくて、かつての経過の中で知内町さんが動いたので、「木

古内さんちょっと待ってね」ということがあったということでございますので、いま

知内が原因にはなっておりません。そして、渡島総合開発期成会の中でトレイン・オ

ン・トレインについての要請文もしっかりと載って、いまは当町ではなくて、この渡

島として町長と議長、市長と議長が構成する渡島総合開発期成会の中で、しっかりと
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した要望事項として記載し、要望をしております。その中で、国が三つのいま案の中

の一つにそれが組み入れられているということで、これについては今月の下旬に中央

要望がございますので、その節にも国土交通省にしっかりとこれにつきましての要請

をする予定になっております。

当町の方針は、あくまでもトレイン・オン・トレインを実現するという方針を全く

変わっておりません。これは委員も皆様と全く同じだと思います。ただ、そこにいく

のには焦っていっていいのか、十分周りを見ていったらいいのかというそういったこ

とが大事になってきます。したがいまして、これまで同様にしっかりとした情報収集

をして、的確な行動をすると。これらについても期成会がしっかりと中央に言いまし

て、あとは我々がどういう行動をするかというのは、これから皆さんとまた協議をし

ながら考えていかなければならない課題だと思っております。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 やはり町長がそういう考えであれば、我々も同感します。やはり道南

期成会は期成会としての陳情・行動、我が町は我が町としての要請行動もやはり合わ

せて行くべきだろうというふうに思います。これは当然、そのためには予算もかかる

わけですし、我が町とすればトレイン・オン・トレインに命をかけているわけですか

ら、やはりそのくらいの姿勢を見せないと私はやはりだめだと思う。ですから、今後

の補正含めた中で、やはりその辺の行動する部分をやはりしっかり肉付けして、その

ための理論武装もしながら、やはり国のほうに木古内の姿勢として訴えるべきだとこ

ういうふうに思いますので、その辺についてはよろしくお願いいたします。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 2ページの3案があるわけですよね。そのほかに非公式ながらも新しいトン

ネルをもう1本という非公式な話もある。だけれども、いずれにしてもトレイン・オン

・トレインなりカートレインの基地というのは、絶対必要なのですよ。と思うのです。

情報収集等に関しては、私はこのいままでとってきた情報、いろいろ集めた情報とト

レイン・オン・トレインの基地なり、カートレインの基地云々のことは私は別だと思

うけれども。どんな3案なり、あるいはトンネルをもう1本掘ろういう例えば考えがあ

るにしろ、いずれにしてもトレイン・オン・トレインなりカートレインの基地構想と

いうのは、基地誘致というのは、これは絶対必要だと思っているのです。これ常識的

に考えてもわかるのですよ。例えば、在来線を貨物が走ってくる、きますよね。例え

ば、走ってきた中で、どうしても何かの手立てをしないとだめだというのは、トレイ

ン・オン・トレインなりカートレインの基地なのですよ。と私は思う。そこで、いま

渡島開発期成会でも皆さんにも配付したと思いますけれども、5月の25日に渡島開発期

成会の中で、新規の要望事項の中の一つとして、トレイン・オン・トレインの基地誘

致云々は盛り込んであります。町長も言っていましたけれども、6月の今月の24日・25

日ですか。中央陳情、その中にたぶん盛られて国交省なり、担当調整部のほうにいく

と思うのですけれども、今回がはじめてなんだそうです。いままでカートレインなり

トレイン・オン・トレインの基地誘致に関しての要望というのは上げていない。今回

がはじめてだということなので、私も期待しているのですけれども。問題は向かいの

青森県側と町長、どんな連携を持つのか。私今朝、旧蟹田町、いま外ヶ浜町ですけれ
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ども、鈴木さんが議長になったのですよ。鈴木進さんというかた。電話でいろいろ聞

いてみました。そうしたらこういう話なのですよ。「トレイン・オン・トレインなりカ

ートレインの基地誘致に関しては、北海道側が全く運動をしていない」という情報な

ので、青森県サイド。今別なり旧蟹田町、外ヶ浜町で近隣と自治体が集まって、基地

誘致の協議会みたいな要望活動をする団体を作ったのだそうですよ。ところが、北海

道側が「そうだ」ということでご破算になったということなのですよ。それで私、「そ

れは大違いですね」という話をしておきました。ただ、青森県側とどんな形で歩調を

合わせて、この基地誘致に向かっていくのかとすごく大事なことだと思うのですよ。

ただ、その時期が我が町とあるいは外ヶ浜町さんになるのか、今別町さんになるのか

わかりませんけれども、一緒に例えば要望活動なり要請活動をするその時期というの

は、いまなのかもっともっとあとなのかということを。これはやはり極めつけが必要

だろうというふうにも思っておりますけれども、だけれどもどうしても必要なこの基

地ですから、私は例えば道なり中央に我が町として陳情に行く云々の前に、青森県側

のほうとタッグを組んでおくというような状況は、早い時期のほうがいいのではない

のかなというふうにも思っているのですよね。だからその辺、行政サイドがどんな認

識を持っているのかなと。その辺をちょっと知りたいなと。この特別委員会でたぶん

いろんな情報を、委員会サイドでも情報を知りたいということもありますので、その

辺行政サイドも考えを少し聞いておきたいなと。

吉田委員長 町長。

大森町長 従前から又地議長から旧蟹田町、現在の外ヶ浜町ですね、町というのかな。

「こことの交流は復活すべきですよ」と様々な情報交換ができますので、必要性があ

るというお話を伺っておりました。それで、私ども外ヶ浜がいいのか今別がちょうど

いま新幹線の連携等で担当レベルですが、常に交流している。今別がいいのか模索を

しておりました。かつて、旧蟹田町は私どもと友好町で、旧砂原町とは姉妹都市とい

う関係でございました。現在は、砂原町がなくなって森町になりましたので、森の町

長にいま旧蟹田町、外ヶ浜ですね。「森と外ヶ浜どんな関係ですか」と言ったら、「去

年から友好町になった」とこういう話です。「私どもも一緒にできるかい」と言ったら

「いつでもいいよ」と。ただ、「うちは昔は姉妹都市だったのだけれども、いまはその

一歩手前の友好町になっているので、名前は別だけれどもいつでもいいよ」とそうい

う話はいただいておりました。しかし、立ち止まって考えますと、はたして今別がこ

こでいろんな面でこれから連携する中で、外ヶ浜の必要性はあるのだろうかというこ

とを考えた時に、やはり今別だろうといまは。それで、担当レベルではいろいろと協

議をしていますが、実際に私は今別の町長とお会いして、具体的な話をしたことがあ

りません。会う程度で、会議の中で会ったということでございます。今別も同じよう

なことを考えていると思いますが、基地ができるのをおそらく今別になると思います、

青森側は。まだ具体的に日取りを決めていなかったのですが、いずれ今別の町長と会

うということは決めていましたので、これをいま議長のご指摘がありましたように、

早めにお会いするようにして、お互いがどんな気持ちでいるのかまず確認をすると。

そこから入って行きたいと思います。ただ、24・25日の要請活動の前に会えるかどう

かちょっといま不安です。なかなか今月の日程も厳しいものですから、そのあとにな
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るかと思いますが、早めに今別町の町長とお会いして双方の考えを話し合って、そし

てどんなふうに実現に向けていけるか話し合いを持ちたいと思いますので、そのあと

でその状況を見ながら、今度は議会とのつながりだとか町全体のつながりとこんなふ

うに盛り上げていって、トレイン・オン・トレインの誘致に一歩でも前進できるよう

に進めて行きたいと思います。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 町長のほうからいろいろ出ました。私も旧蟹田町、外ヶ浜町さんがいいの

か、あるいは今別町さんがいいのかというのは、これはわからないです。ただ、今朝

の話では新幹線の駅の問題が出て、そして今別さんというふうに方向がいってしまっ

た。その過程の中で、裏をとっている。例えば、中郡という当初ヨーイドンの頃は。

中郡というのは、旧蟹田町の行政圏内だと私は覚えているのですけれども、その辺の

「今別さんと当時の蟹田町さんとの間でのいろいろ約束事があったのですよ」という

話を鈴木議長さんはしていました。あとは砂原町さん、うちもそうだったのですけれ

ども、たまたま外ヶ浜町が蟹田町があの辺合併して、私はまだ生きていると思ってい

たのですよ、正直なところ。うちと外ヶ浜町の友好関係は。ところが、3町なり4町が

合併したと。銘々の町で友好町のあちこちの町と、友好町を結んであったと。ところ

が合併してしまったものだから、1回全部ご破算にしたということなのだそうです。ま

ず議長さんが言っていたのは。そして、砂原町さんとは森町さん、ずっと一度ご破算

にしたのだけれども、ごんべえの会だと何かあるのだそうです。そのごんべえの会が

ずっと友好を続けてきたと。そして今月、姉妹町の締結をするそうです、森町さんと

新しく。一つ上の締結をするそうです。そういう話をしていました。いずれにしても

今別町さんとは商工会関係は、記念事業の実行委員会の中でも出ていましたけれども、

今別町さんに行って荒馬まつりに参加するということなのです。そして、昨年のみそ

ぎ祭りには今別町さんの民間団体が来ていたと。紹介も受けていました。そういう意

味からいくと、我が町も今別町さんともう少し親しくなる機会を町として、サイドは

民間サイドでいいのですけれども、町としても行政としても、あるいは議会としても

もう少し仲良く、ちょっと表現が悪いのですけれどもするべきだろうなとそんなふう

にも思っているのですよ。だいぶ前になりますけれども、高谷建設課長時代にプライ

ベートで行ってきました。阿部亮輔君と3人で。そして、スライドを持って行ってきた

のですよ。トレイン・オン・トレインの基地のスライドありますよね。そうしたら、

びっくりしていました。それも合わせて昨年、議会としてアル・ケッチャーノに行く

前に、青森県庁に寄って行きました。その時もいろいろ県庁サイドは認めているので

すね。津軽半島の開発が遅れていると。ということを認めていましたので、ある意味

ではトレイン・オン・トレインなりカートレインの基地誘致を一緒に進めて行こうと

いう話を持っていくとすれば、いければすごく青森県側としても津軽半島の住民とし

ても快く受けてくれるのではないのかなとそんなふうにも感じているのですよね。で

すからたぶん、委員長のほうからあとでその他になるのかもしれませんけれども、今

年度のこの特別委員会のスケジュールと言いますかね。そういうものの話もあるので

はないのかなと思います。もし青森県側とのコミュニケーションをとる云々、お金も

少しかかることですけれども、その辺の協力もしてもらえればなとそう思っておりま
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すので。

吉田委員長 町長。

大森町長 私の知らない話もたくさんあったものですから。ただ、知っている中でち

ょっと蟹田町との関係についてだけ、ご説明いたします。

蟹田町が市町村合併の協議をしている時に、当時の蟹田町の町長から私宛て、「いま

市町村合併が進んでいる」と。「合併が終わるまで友好活動について、ちょっと止めた

いのだけれども」と。「全く事業を知らないのですか」と言ったら、「そうなのだ」と

いう希望だったので、「わかりました」と。すぐ砂原町に電話をしまして、「こんな話

がきたのだけれども」と、「いや、うちにもきた」と。「砂原は親戚でしょう」と、私

どもと鶴岡と同じですから、あそこは。ですから、蟹田から砂原に移っているわけだ

から、「親戚なのに止めるの」と言ったら、「そういうふうに向こうの希望だ」と。で

もまた一つの町になったら、一緒になれるだろうというのは前段でした。ところが、

蟹田の町長は落選しました。一番大きな町の町長が落選してしまったものですから、

今度我々誰も知らないのですね。議員の皆さんは議員同士で知っているのでしょうけ

れども、首長は知らない。その中で、砂原も当町もそれっきりになったと。そのあと

砂原は森町と合併して、「去年あたりから議会で旧森町は姉妹都市があるのに、なぜ旧

砂原はないのだ」と、「過去に蟹田とやっていたではないか」とこういう議論が出て、

そして町長が蟹田に渡って外ヶ浜に渡っていろいろ詰めてきて、今回友好都市からい

ま議長から伺ったら姉妹都市になるということでございますので、そういう前段がち

ょっと私が経験したことをお話いたしました。これから、私は今別町が一番適してい

るというふうに理解をしておりますので、先ほどお話しましたとおり、近いうちに今

別の町長とまずしっかりとした正式な場を持ってから、そのあと一つずつ進めてまい

りたいと思っております。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 縷々議長のほうから言われた、津軽半島との連携はこれはトレイン・

オン・トレインを進める中では、かかせない部分ですよね。これはこれとしても、我

が町としての行動とすれば、やはり津軽半島の町村との連携はそのあとに付いてくる

問題ですけれども、やはりうちの姿勢としての行動は、町長やはり早くするべきだと

私は思っています。この辺、後ほど委員長に諮っていただいて、やはりこの辺どう進

めるのかという部分については、この特別委員会と行政側とも連携をしながら、やは

り遅れをとってはならないというふうに私は思っていますから、早くやはり行動すべ

きだということで、その考えだということで、認識してください。

吉田委員長 副町長。

大野副町長 ただいま竹田副委員長のほうからありました件ですが、ちょっと戻りま

すけれども、資料で確認をしていただきたいのですが、25年の3月に三つの案をこれは

技術検討とワーキンググループが決め、政府が受け取った。これは、交通政策審議会

が受け取って、三つの案についての具体的な検討がいまされているわけです。4ページ

のほうには、時間帯区分案の記載がありまして、その5ページには時間帯区分案につい

ては、既に27年度では2.7億円の予算が付いている。線路上の遺物を発見するようなそ

ういうシステムを開発し、時間帯区分案が実現できるのですよと。続いて、すれ違い
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減速システム。これについても6ページのほうに、すれ違い時減速システム検討会が既

に立ち上がって、これも検討が進められています。具体的な予算というのは、これか

らになってきます。トレトレですけれども、7ページの右下緑のところに書いています

けれども、こちらも既に技術評価検討会が設立をされ、昨年は3回の検討会が開かれて

いる。トレトレの実現に向かっての議論が開始されているわけですから、その中には

ＪＲ北海道あるいは北海道、道庁も入っています。トレトレの要望時期です。これに

ついてもしっかりその中に入っている方々から情報をいただいて、町としても動いて

いければいいかなというふうにいま思っていますし、総合開発期成会で今回から要望

するわけですから、予算付けについてもこの中でしっかりとトレトレについてのお願

いをしますよという方向が、これはマッチングすると思っていますので、そういう動

きでこれから進めて行きたいというふうに思っています。以上です。

吉田委員長 鈴木委員。

鈴木委員 いままでのいろいろな経緯を町長の答弁含めて、勉強させていただきまし

た。ただ、やはり何点か気になる点がございまして、やはり1点目は安全面がございま

す。ＪＲの不祥事、大変私は深刻に考えております。先ほどの中で竹田副委員長のほ

うからお話がありました例のトンネル、2本目です。私も先ほど聞いた話ですが、もし

地上ではなくてトンネル内での事故。これは、非常に新幹線の高速移動中、事故があ

る。これはどうしても防がなければならないと思っております。それで、町長のほう

からの答弁で、「2本目の話は正式な場ではない」ということだったのですけれども、2

本目を例えば掘る時、どれくらいの期間がかかるでしょうかという部分も含めて考え

ますと、やはりトンネルの寿命を考えますと、早い段階から木古内町として町の方向

性もしっかりと考えて言われるのを待つのではなくて、避難駅としての役割としてそ

れは全面に声を出して行くべきではないかと思いました。

あと、こちらのもう1点あるのですけれども、この「木古内町まちづくり新幹線課」

という名前どおり、トレイン・オン・トレイン。もし基地ができましたと。私も町内

に基地ができることを臨んでおります。このことによって、この木古内町がどのよう

に発展していくのかと。いまの子ども達が例えば10年後・20年後にこの基地ができる

ことによって、町の方向性がどのように変わっていくのか。そこも具体的にある程度

方向性を示すべきだと。そういう具体的なビジョンがあれば、いま以上にスピード感

と一体感を持って進んで行けるのではないかと私は思います。以上でございます。

吉田委員長 町長。

大森町長 まず、安全性でございますが、安全につきましては私どもが直接手がけて

おりませんので、これはＪＲの新幹線の開業までにしっかりとした対策を取って、私

達に安心を届けてくれるこのことを期待しております。

青函トンネルの2本目の必要性等につきましては、これはいまの技術ですから10年く

らいあればできるでしょうし、私が青函トンネルを手がけていた頃は、確か6,900億円

くらいだったと思いますが、いまだともっと経費の縮減の中でトンネルは可能だと思

います。ただ、トンネルの議論は全くされていません。これは、広報にもう二つ乗っ

ていました。「トンネルを造ったらいいだろう、擁壁を造ったらいいだろう」と。擁壁

は確かにトンネルの中は造りやすいのですよ。ところが、皆さんご覧になって湯の里
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に出てきた時に、あの地面からずっと擁壁を建てて、本当にそんなの実現できるのと。

とんでもない下地からずっとこんな富士山みたいな擁壁を造っていかなければならな

い。これは、現実的に無理ということなので、二つのラインはもう既に協議から落ち

ています。ただ、未だ福島・松前方面の人達は、青函トンネルで湧いた時期がありま

したから、もう1本トンネルがほしいなと。これは、トンネルの良い悪いではなくて、

町の経済がまた活性化すると。こういったことも大きい要因ではないかと思います。

いま、この三つの案で協議がされていて、その中でも難しいということになると、ま

たトンネルという協議もなされるのではないかと思いますが、現在は協議はしてない

ということでございます。

また、当町としましてはトンネルを造ってもらうよりも、まずはトレイン・オン・

トレインを造ってもらうというところに力点を置きたいと思っております。トレイン

・オン・トレインが将来、町にどのような影響を与えるかということになりますと、

この北海道新幹線。これは、青函トンネルの時代からそうですが、木古内町にでは新

幹線が来てどうなるのだろうと。これは、アバウトにはいろいろあったと思います。

たくさんのお客さんが来るだろうとか、たくさんのところにこちらから出向けるだろ

うとか、もっと経済が発展するだろうとかあったと思いますが、いま具体的にまだ議

論中のトレイン・オン・トレインが来た時に、木古内はそれによってどうなるのだろ

うということを明確に打ち出すことは不可能でありますが、しかしそうは言いながら

もまず一つ言えるのは、建設工事が行われます。建設工事に行われるこの建設による

経済効果というのは出てくると思います。そして、この工事が終わりますと、駐車場

を増やすだけでカートレイン基地に変わります。という第2の利用目的ができるという

ことがあります。そして、ここで貨物が基地ができるということは、今度雇用の問題

も大きくクローズアップされると思います。「人口減少、人口減少」と言いますが、現

在函館車両基地には400名の働く人が雇用として生まれます。札幌まで延伸になると3

倍と言われますから、1,200人のかたがあそこに就職するということになります。そう

しますと、高速道路ができると木古内は30分で職場まで行ける通える範囲になると。

安くていいものを建てたいとなったら、木古内町とこういうＰＲもこれからできるの

ではないかと思いますし、様々な影響が良い影響が多いというふうに思います。ただ、

それを絵紙に書いて、こんなふうになるだろうというのはまだ早いのではないのかと

思っております。

吉田委員長 鈴木委員。

鈴木委員 ありがとうございます。現段階では具体的に雇用が増えたりとかというお

話があるのですけれども、例えばどの段階からそのビジョンをだいたい打ち出してい

くのでしょうか。お願いします。

吉田委員長 町長。

大森町長 少ない人間で行政運営をしております。あまり優先度の低い事業、このビ

ジョンが低いとは言いません。ただ、いまやることは新幹線の開業であり、三セクの

開業であり、そしてまたトレイン・オン・トレインの基地の誘致であり、様々なこと

がありますので、このプランは話せばわかる話で、皆さんが想像付くような話ですか

ら、あえて誰かに聞きに行くことも必要ありませんし、当町で十分考えられる先ほど
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申しましたことを中心に、良い影響が多いということでございますので、理解をして

いただいて、それは書いていきますけれども、それがどれだけ効果があるかというと、

まずは要望をしてしっかりと当町にトレイン・オン・トレインの基地を持ってくるこ

とだと思いますので、必要があれば書いてお渡ししますが、良いことばかりが列記さ

れると思います。

吉田委員長 ほか。

相澤委員。

相澤委員 相澤です。トレイン・オン・トレインについて、2年ほど前にうちの町内会

に見えられまして、ご説明を伺いました。施設公団の時も来ていただきまして、細か

な説明をしていただきました。今回資料を見たのですが、その時の資料と大した大き

い違いがないような気がするのです、実際に。我々としては、ぜひこれを実現させて

いただきたいという気持ちがかなりあるのです。ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。ただ、札幌の延伸についても早期に着工するように、予算付けできたというよう

な話も聞いていますので、こっちのほうが先になってこのトレイン・オン・トレイン

ですか。これがあとにならないように、ぜひ奮闘していただきたいということで、お

願いです。

（「議事進行」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 平野委員。

平野委員 同様同類の質問、同様同類の答弁が多すぎて質問きちんと、先ほど言った

ことをもう1回聞くのではなくて、町側もまた質問をされると同じ副町長だって最初に

説明した話をもう1回しているのですよ。もう少し委員長、簡潔に質問をちょっと答弁

の内容を短くしないと、これ何十時間もかかりますよ。

吉田委員長 1年生議員だったのでいま許していたのですけれども、その辺ちょっと。

ここも町長、いいですか。

町長。

大森町長 これまで地域に出向いても様々なところで新幹線、あるいはトレイン・オ

ン・トレインなど交通体系についてのお話をさせていただいております。ただ、資料

の中でこの資料はもっともいま新しい資料なものですから、これより枠を超えた説明

というのはなかなかできないでおります。そうしたことで、相澤委員から変わってい

ないではないかというのは、まさにそのとおりでございます。

また現在、札幌延伸の工事が進んでおります。これは、札幌延伸は札幌延伸で15年

間という中で工事が行われるわけですが、これは工期の短縮という要請活動をしてお

ります。一方、トレイン・オン・トレインにつきましては、いまこうした議論をして

いるところでございますので、これからもっともっと強い要請活動に移っていかなけ

ればならないと思いますし、どちらが優先かということになりますと、まず札幌延伸

は決まっていることを着々と進んでいるというのが現状。トレイン・オン・トレイン

については、まだ決まっていないというのが現状。しかし、新函館北斗までは来年3月

に開業するという現実もある。そうするとどちらが急ぐかと。いま実際に開業するほ

うが急がなければならない。これを強く訴えていきたいと思っております。

吉田委員長 よろしいですか、相澤委員。
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ほか。

ないようなので、私のほうから今回この資料の中で、与党整備新幹線プロジェクト

チームのこのメンバーありますよね。もう替わっているので、この辺もきちんと調べ

て、そして次回のこの委員会の時にはどんな会合が開かれているのかというのも整理

した中で、もう一度出していただきたいなと思いますので、その辺よろしくお願いい

たします。

町長。

大森町長 既にメンバーが替わっておりまして、これは勉強会のほうなのですよね。

プロジェクトチームのほうで資料がありますが、私どもここに出席をしたのはこの勉

強会のところに出席をしておりまして、いま委員長が言われましたようにプロジェク

トチームのメンバー・構成については、しっかりと情報収集をします。この勉強会の

メンバーは、現在は青森県選出の木村太郎さん、それから幹事長が長谷川岳さんに替

わって前田一男さん。という構成になっております。これは、改めて確認をさせてい

ただきます。

吉田委員長 先ほど竹田副委員長のほうから取りまとめとして、先ほど議長のほうか

らも言われましたけれども、この総合交通体系の特別委員会として7月7・8日、7日が

議員の全道研修会があるのですが、8日は帰ってくるだけになっているのですよ。そし

て、道も選挙を終えまして新幹線の特別委員会の委員長・副委員長も替わってござい

ます。委員長は北斗市の長尾道議、そして副委員長が函館市の志賀谷道議ということ

で、こちらのほうにも議会として交通体系の委員会として、挨拶に行く予定でいま調

整をしてございます。あと、この先ほども議論にありましたように、こっちのほうば

かりでトレイン・オン・トレインに関しては、盛り上がっていても仕方がない。対岸

もやはりということで、先ほど議長も言っていましたが、今別のほうにちょっと出向

いて外ヶ浜も含めるのかはちょっとその点は違いますが、議会としてもそちらのほう

にも出向いて、やはり盛り上げて行きたいという意向を持っていますので、行政のほ

うもその辺よろしくお願いいたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時11分

再開 午前11時18分

吉田委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

トレイン・オン・トレインにつきましては、（1）につきましては、以上を持って終

了させていただきます。

（2）道南いさりび鉄道の運営及び経営状況に関すること

吉田委員長 （2）の道南いさりび鉄道の運営及び経営状況に関することでございます。

説明を求めます。

福田課長。
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福田まちづくり新幹線課長 それでは、調査事項の道南いさりび鉄道の運営及び経営状況

に関することについて、ご説明申し上げます。

資料の9ページをご覧ください。はじめに、会社の状況でございます。会社が設立さ

れましたのは、昨年8月1日でございまして、北海道道南地域並行在来線準備株式会社

として設立されております。事務所は、北海道庁の1階でございまして、役員につきま

しては代表取締役社長に現北海道副知事、それから専務には総合政策部の交通政策局

長、取締役は木古内町長と北斗市長、また監査役には函館市の副市長さんがそれぞれ

就任してございます。また、本年3月22日に開催されました第4回の取締役会におきま

しては、小上一郎氏が顧問に委嘱されてございます。また、本年3月27日には国土交通

省に対しまして、鉄道事業の許可申請を行ってございます。

次に、会社名でございますが全国公募の結果、昨年12月に道南いさりび鉄道株式会

社に決定され、本年1月1日から称号の変更をしてございます。決定までの経過につき

ましては、記載のとおりでございます。

次に、安全運行体制でございますが、会社内に鉄道技術に関する有識者で構成する

安全管理アドバイザリー会議これを設立いたしまして、譲渡資産に係る検査記録の調

査、確認、委員による現地調査を行いまして、安全性に関する提言を受け、ＪＲ北海

道に対して線路、橋梁、それからトンネル等の土木構造物の整備について要望を行っ

てございます。

次に、10ページをお開きください。要望活動でございますが、鉄道輸送の安全運行

体制の構築、また寝台特急列車の維持存続ということで、それぞれ国土交通省運輸安

全委員会、またＪＲ北海道・ＪＲ貨物等に対して要請を行ってございます。

次に、平成27年度の予算でございますが、初期投資の負担金として1,595万2,000円、

これはＪＲ北海道から譲り受ける土地、線路、車両等の鉄道資産、ＪＲ設備の分離工

事、保守管理用の機器・システム、新たな設備投資等にかかる費用これらでございま

す。また、出資金につきましては、1,056万円の計上となってございます。

次に、会社のロゴマークでございます。これは、本年3月22日の取締役会において発

表をされてございます。このロゴマークでございますが、津軽海峡の海の青い色。こ

れに函館湾と並みを曲線で表しておりまして、いさりびをオレンジのグラデーション

で表現しているというデザインの内容になってございます。

次に、11ページをお開きください。運行区間の状況でございます。1点目でございま

すが、札苅駅・木古内駅間での停電による輸送障害でございます。本年4月5日、17時4

7分停電が発生し、原因は絶縁碍子の金属部が老朽化と塩害により腐食が進行し、強風

の影響で分離。垂下したき電線と架線を支持する可動ブラケットが接触し、ショート

したためとされてございます。これにつきましては、碍子の復旧作業を行いまして、

同日20時53分に運転を再開しておりますが、列車への影響は運休が4本、遅延が6本で

ございまして、影響した人員は約500人ということでございました。

2点目は、橋パッキンの落下ということでございました。これは、本年4月14日に発

生いたしまして12時30分頃、北斗市のＪＲ江差線戸切地川橋で、橋パッキンが落下し

たというものでございます。原因といたしましては、経年劣化ということでございま

して、すぐに補修作業を行いまして、16時55分運転を再開しております。列車への影
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響は運休が7本、遅延1本ということで、影響された人員は約400人でございます。

次に、今後のスケジュールでございますが、本年夏頃に本社を函館市に移転すると

いう予定でございます。手続き関係といたしましては、今後運賃の認可申請、届出、

列車運行計画（ダイヤ）でございますが、これらの届出等の手続きを経まして、平成2

7年度末の開業を目指すこととしてございます。

次に、資料の添付はしてございませんが、いさりび鉄道に関しまして開業イベント。

来年3月の開業イベントでございますが、これにつきましては現時点では具体的な詳細

の日程等はまだ決まってございません。選考する他の事例等から想定いたしますと、

出席者等の関係もありまして、新幹線の開業イベントと時間をずらして三セク会社の

このオープンイベントを行うのではないかなと。また、公式な式典これにつきまして

は、新幹線の開業式典と合わせて合同で開催する可能性もあろうかというふうに考え

てはございます。いさりび鉄道に関しましては、以上でございます。

吉田委員長 ただいま説明が終わりました。質疑を受けます。

ありませんか。

竹田副委員長。

竹田副委員長 いまの説明があった部分については、3月の取締役会で決まったことを

いま説明しているのか。前の委員会でも言っているように、いさりび鉄道を8月に設立

をされて、取締役会か課長が参加する幹事会でいろいろ経営の内容等を議論するとい

う説明だったのですけれども、3月の取締役会以降幹事会が開催されていないのかどう

なのか。やはりその経過でないと、やはりこのいさりび鉄道の部分が見えてこない。

その辺どうなのですか、まず。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 現在の協議会、あるいは幹事会の状況というご質問かと思い

ます。これにつきましては先般、幹事会は一度、前回の交通体系の委員会以降一度開

催されてございます。これにつきましては、内容につきましては、今後の利用促進へ

の取り組みですとか、あるいは運賃割引の情報、制度設計、こういったものについて

いま議論をしていると、検討している状況でございまして、まだ成案としては持ち得

ておりませんので、皆さんのほうにご説明・お知らせする内容はございません。

また、今回のこの資料につきましては、前回提出させていただきました資料、昨年8

月1日以降のいさりび鉄道誕生からこれまでの状況。これを3月22日の取締役会、動き

も踏まえまして、まとめたというものでございます。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 自分が聞きたかったのは採算、この特別委員会の中で言っているよう

に、現在の4番・5番ホーム、桟橋含めた部分。それと、それから現在の格納庫。車庫

の関係の整備だってＪＲから引き継ぐ前に、きちんとＪＲの責任で整備をしてもらっ

て、譲渡・譲り受けをしてくれということを訴えているわけだから、その辺の動きが

見えてこない。実際、桟橋というか階段を下りた腐食。屋根の腐食含めて、ひどい。

たぶん、汽車に乗ることがないから見ることないかもわからないけれども。昨日も私、

ホームに出て確認をしてきたのですけれども、これだったらあと何年この施設が持つ

のかなというそういう心配さえします。やはりその辺をいさりび鉄道の開業イベント
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どうこうより、我が町とすればそこをきちんとやはり整備してもらって、このいさり

び鉄道に譲渡を受ける。だから、あとここ10年間はお金のかからないことで運営でき

るのだというふうにならないとまたぞろ、いさりび鉄道になってから整備をしなけれ

ばないと。余分な負担増になるわけだから、そういう部分を心配しているのですよ。

ただ、やはりいまの車庫についても、あの壁だとかあんなに大きい車庫が必要なのか

どうなのかと。やはり今後は交通体系の中で現地を確認する中で、やはりきちんと議

論をしていかなければならない部分だと思っていますので、その辺この幹事会の中で

どういう2市1町の中でも議論の中で、どういう木古内がどういう訴え方をしているの

かということを答えてください。

吉田委員長 町長。

大森町長 これまで何度も竹田副委員長から同じお尋ねをいただいて、同じ答えを何

度もしています。これは、この会議がいさりび鉄道になるまで三セク会議から順にい

ろんな会議の名前に変わってきました。そして、北海道と函館市と、北斗市と木古内

町で議論をしてきました。この中で、当初からこの施設をこのままＪＲ北海道からい

ただくと、多大なお金がかかると。だから、これは全てＪＲ北海道が補修整備をして

その上で受け取るべきだということを何度も発言をし、ご説明をしてきたつもりです。

しかし、それぞれの自治体、副知事、そして函館市長・北斗市長については、あまり

ＪＲを利用していないですし、またＪＲの側にも住んでいない。こうした中で、お話

をしてもなかなか理解は得られなかった。しかし、私は近くに住んでいますから、ま

た地域の声で「貨物の音が青函トンネルができた当時よりも非常にうるさくなってい

る」とこういう声も聞いて、路盤も弱っているし設備、信号から遮断機、駅舎、トン

ネル、陸橋、擁壁、擁壁のないところ、列車、レール。これらを全て点検をしていた

だいてその上でいただかなければ、引き継いだあとにどれだけお金がかかるかわかり

ませんと。特に、肥薩おれんじ鉄道、九州です。熊本と鹿児島の間。この肥薩おれん

じ鉄道に渡島町村会で視察に行った時に、いみじくも社長は2代目の社長で、「なぜ最

初にＪＲ九州から整備をしてもらわなかったのだろう」と、「いまいくら利益を出して

も、設備の補修にこんなにお金がかかるとは思わなかった」と。それだけいろんなも

のがあるのですね。そのことをずっと発言してまいりました。しかし、なかなか受け

入れられなかった。この委員会があると同じような質問がある、「私はこう言っていま

す」と。これを何度もいままで言ってきました。そうしている間に、事故は起きては

いけないのですけれども、私にすれば運良く八雲で貨物が脱線するとか、町内で2年間

で3回も脱線をするとか、この脱線事故があって集まっているメンバーがやっとこれは

「やばいんだな」と。「木古内の町長が言っていることがまんざら間違いではないのだ

な」と。ここから三セク会社の前段の協議会の中では、ＪＲ北海道に対して様々な意

見を言ってきた。そしていま、ＪＲ北海道は引き継いだあとも「ＪＲ北海道に責があ

る場合は、自分達のお金で直します」とここまで判子を押しました。こんなことで、

いま竹田副委員長が一つの例を挙げましたが、この木古内の例だけではなく、全ての

駅舎、全ての施設について、改めて全部調査をして悪いところは直していく、時間を

かけてもやっていくという答えをいただいておりますので、これらについても私はや

っていただけるものと思っております。ただ、一つひとつ日々報告があるものではな
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いものですから、これは協議会とか幹事会とかこういった中で一つずつ確認をしてい

きますが、やっていただくということでＪＲ北海道からお答えをいただいております

ので、実現できるものと思っております。

吉田委員長 ほか。

新井田委員。

新井田委員 いま竹田副委員長から安全面に関することに関して、幾度となくお話が

あったのですけれども、これはもちろん大変重要なことでありますし、我が町の域で

そういう不祥事があってはならぬという思いの中で、何度も何度もお話をしている。

これはもちろん間違いではございませんし、やはりそういう部分は思って行政のほう

もしっかりと取り組んでいただきたいとそんなふうに思います。

そういう中で、私のほうはちょっと観点が違うのですけれども。いわゆる、新幹線

絡みの中で開業間近になっているのですけれども、同時並行の中で先ほどいろんな経

費の問題含めて話が出ましたけれども、やはり運営していくという中では、やはり黒

字化というまず一つの大きな当然の目標の中で、その達成するためにはということの

中で、やはり2市1町の中でどんな構想を考えているのか、どんな営業内容を考えてい

るのかと。要するに、一般の車両の運営ではなくて、やはりいろんな知恵を出しなが

らどんな内容になるかわかりませんけれども、例えば一般的には青森のストーブ列車

だとかいろんなやり方があると思うのですけれども。もう間近の中で、いろんな安全

含めた中での同時並行の中で、そういう営業展開をどういうふうな形でされているの

か。その辺ちょっとお示しいただきたいと思います。

吉田委員長 町長。

大森町長 道南いさりび鉄道株式会社の中では、一切収入を上げる事業については考

えておりません。これは、私どもとこの会社の人達の観点が違うということにつきる

と思います。私は常日頃から取締役会、その前段の協議会の中でも発言するのは、「人

口減少に伴って当初予定している通勤・通学、または病院等に通うお客さんだけでは

収入の確保は難しくなる」と、「予定しているよりもおそらく減少するであろう」と。

また、料金も高くなることから敬遠される、バスに変わるかたもいる。こういう中で

は空いた時間、日中の時間を使ってレストランのような列車。観光列車というような

ものを考えていかなければならないだろうし、また列車自体お色直しをして、楽しい

外から見ても楽しい列車を作っていく。「こんなことは必要であろう」と発言をしてい

るのですが、実際にこの会社にいる人達の考えは、まず安全に3月の開業を迎えるとい

うところに力点がおかれています。私は、「鉄道会社が安全にスタートするのは当たり

前の話であって、そんなのに力を入れるのはこれは基本中の基本であるから、いま儲

かることをやらないとならない」という発言をするのですが、「スタートしてから考え

ればいい」という話です。「いまできないものをスタートしてからできるわけがないだ

ろう」というのが私が言うのですが、そこで折り合いが合いません。合わないのです

が、それは残念な話なのですが先般、札幌で新たな変化がありました。これは、まだ

道の6月の議会でそれが上程されるかもしれないという内容ですので。まだ6月という

と今月ですね。今月の議会に提案されるであろうという内容は、北海道が100％お金を

出して、そして列車をお色直ししたり、それから根本的に列車を変えるとちょっと許
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可の問題・許認可の問題があるのですが、取り外しができるというのですか。いま対

面式の椅子が片方取り外して片方にテーブルを付けるとというような形で。インスタ

ントですけれども、これを観光列車のような形で使うことのできるような改造費とい

うのですか。これをどう100％で持つということを提案をしたいということで、荒川知

事がそれに対してかなり力を入れているということで、100％決まってはいないのです

が、こういう提案がこれからあるということですので。若干、これまでの空気とは変

わって、北海道も必要性を開業当初からではなくて、開業前に準備の必要性を考えて

くれているのではないかというように思っておりますので、ちょっと6月の議会を見た

いと思います。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 いま町長のほうから道の動きいろんな話も出ましたけれども、基本的に

はやはり良い方向に持って行くというのはみんなの思いであって、それに対すること

がやはりどんな民間企業でも、やはりその目標があるならば、やはりやっていくいか

ないどうのこうのと普通ならないのですよね。やはり事前のいろんな情報を得ながら、

そしてやはり担当、自分の思いを含めて、こうやって行くああやって行くということ

が前提にないと、何か泥棒を捕まえてから縄を綯うようなそういう話はちょっといさ

さかあまり関心しない話だけれども。いずれにしても、そういう動きがあるというこ

とはわかりました。ですから、そういう部分はやはり新幹線絡みで当然連動していく

わけですから、リンクするわけですから、やはりたくさん使ってもらうということが

まず。もちろん先ほど前提には、安全が第一であることはもう間違いないことですけ

れども、そういう部分を踏まえながら、やはりせっかくやるわけですから、何とかし

ても軌道に乗せて行く努力は、これは2市1町の中で大い議論をしていただいて、先行

き、良い方向に持って行ければとそんなふうにまず要望しておきます。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 町長のほうから道の前向きな考えも聞きましたし。町長、いまのこの

いさりび鉄道も木古内－江差線の代替バスありますよね。あのようにデザイン、例え

ば木古内町には9両気動車を導入するけれども、「1両は木古内町のオリジナルのカラー

でデザインしていいですよ」というところまでいっているのかどうなのか。もしいっ

ていないとすれば、そういう部分を訴えてみてはどうかなと。やはり、これは町長が

常日頃、例えば新幹線の駅舎のデザイン。子どもと将来の木古内を担う子ども達に、

例えばデザインを選ばせた。やはり長く続ける「道南いさりび鉄道の木古内の列車だ

よ」ってわかるようなそのデザインというか。極端な話、子ども達に落書きさせたっ

ていいだろうというくらいの極端な発想からすれば。キーコでもいいし木古内を訴え

るデザインをして、「あの列車は木古内の気動車だって」言われるようなそういうもの

もどうなのか。多少これは予算は伴うかもわからないですけれども、やはりそのくら

いの。いま同僚委員が言っているように、やはりいまどうもそういう動きがあるとす

れば、この際木古内としてのアクションも起こしてみてはどうかなというふうに思う

ものですから、その辺についてもご検討いただければなと思います。

吉田委員長 町長。

大森町長 どなたが見ても楽しい列車というそういう印象を持った列車造りは大事だ
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と思います。まず、道のこれから提案する予算がどのくらいかということもあると思

います。おそらくデザインまで決めて、それから取り外しの料金まで決めて予算化し

ているとは思えないのですね。ある程度全体のバランスの中で、このくらいの予算と

いうことだと思うのですが。実際、その予算が付いたあとどうしようかと考えた時に、

江差までのバスはそれぞれ三つの自治体のゆるキャラを載せました。今度の場合は、

三つの自治体プラス北海道が出資者ですから、四つのゆるキャラとなるのですが、実

は函館には公式のゆるキャラがないのですよ。イカール星人だとかはあるのですが、

あれは公式ではなくて、公式なのは「函館」という漢字のロゴと言うのですか。「館」

という字。あれがどうも函館の公式ロゴのようなのですね。ですから、ゆるキャラを

載せる時には函館はあのロゴマークを付けるということ。あと北海道の場合は、新幹

線のゆきちゃんのほかにたくさんのゆるキャラがあるのですが、こういう時に使うゆ

るキャラは何なのかはまだ調べていませんが、ゆるキャラに限定しないで、みんなが

楽しめるようなステッカーとかそういうデザインになればいいと思いますので、これ

からおそらく幹事会ですとか取締役会でそのような議論があるかと思います。皆さん

のご意見が反映できるようにしたいと思っております。

吉田委員長 ほか。

ないようなので、次に進みたいと思います。

時間が差し迫ってございますので、皆さんよろしくお願いいたします。

（3）地域高規格道路松前半島道路の整備促進に関すること

吉田委員長 （3）の地域高規格道路松前半島道路の整備促進に関することでございま

す。説明を求めます。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 資料の12ページをお開きください。松前半島道路建設促進期

成会について、ご説明をいたします。

当期成会は、設立が昨年の11月26日でございまして、松前町、福島町、知内町、木

古内町、函館市、北斗市の2市4町で組織されてございます。役員体制は会長が函館市

長、副会長は松前町長、幹事は福島町長で、渡島総合振興局長に顧問を委嘱してござ

います。また、今年度平成27年度の総会につきましては、本年5月25日に終了しており

まして、事業計画、予算等について決定をしてございます。

資料にはございませんが、6月の11日でございますが、高規格幹線道路木古内江差間

整備促進協議会の設立協議会が開催される予定となってございます。

設立の趣旨につきましては、農水産物の流通の利便性を高めるとともに、函館市に

集中する工事、医療施設への患者の搬送時間の短縮や、災害時における救援物資の搬

送、道南地域における観光振興等を図るため、工事の早期の発注を目指すというもの

でございます。

協議会につきましては、檜山管内の7町と木古内町を加えました8町、八つの町の町

長と議長、経済産業団体、医療機関、住民団体で構成することとしてございます。

事業内容につきましては、他の道路関係の期成会と同様、早期の工事着工を国や関
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係機関等に要望するということになってございます。以上でございます。

吉田委員長 説明が終わりました。

質疑を受けます。

福嶋委員。

福嶋委員 いま松前半島の道路建設促進期成会、去年の11月にできたようですけれど

も、この目的は道路をもう1本造るのか。それとも道路を拡幅して真っ直ぐに、要する

に広くするのか、どっちが主体でどうなっているのか。半島道路できたはいいけれど

も、目的はどのように整備していくのか。何もできただけで内容がわからないのです

よね。その辺わかる範囲内で。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 松前半島道路建設促進期成会につきましては、これは今回こ

の度函館市、北斗市さんも入っていただきまして、期成会を設立したということでご

ざいまして、この背景には例えば函館・北斗からの観光主流ルートの確立ですとか、

また松前町におきましては昨年も国道の決壊等の災害等が発生してございます。こう

いったものに対応するために、建設について早期の着工を求めていくというものでご

ざいまして、路線につきましては新規の建設あるいは国道の併設はあろうかと思いま

すが、詳細につきましては今後調査に入っていくことというふうに存じております。

吉田委員長 よろしいですか。

ほか。

ないようなので、3番目につきましては終了させていただきます。

それでは、時間も差し迫っていますが、時間を昼延長をして最後の問題に入りたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

（4）木古内－江差間代替輸送バスの運営及び経営状況に関すること

吉田委員長 それでは、（4）の木古内－江差間代替輸送バスの運営及び経営状況に関

することについての説明を求めます。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 それでは、資料の13ページをお開きください。ＪＲ江差線（木

古内・江差間）対策協議会について、ご説明を申し上げます。

協議会につきましては、会長が木古内町長、副会長が江差町長と上ノ国町長でござ

います。江差木古内線バス運行の状況は、資料1のとおりでございます。14ページに資

料の1を添付してございます。乗車人員につきましては、昨年10月から運行区間を江差

病院、江差高校まで延長したことによりまして、増加している状況にございます。

次に、基金の状況でございますが、資料2のとおりとなってございます。基金の名称

は江差線代替輸送確保基金で、平成26年度の状況につきましては、ＪＲ北海道からの

支援金が3億円、利子収入につきましては100万5,139円、補助金これは昨年度初年度で

ございましたので、初期投資・運行補助合わせまして8,452万5,220円。これらを踏ま

えて、年度末の基金残高につきましては、2億1,647万9,919円となってございます。

また、停留所につきましては、本年4月から鶴岡地区・大川地区に各1か所ずつ追加
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をしてございます。停留所の名称でございますが、鶴岡地区は鶴岡大谷地、大川地区

は大川となってございます。以上でございます。

吉田委員長 ただいま説明が終わりました。

質疑を受けます。

福嶋委員。

福嶋委員 資料2の表を見ると、6月・10月・3月に補助金の種別と交付申請、交付決定、

概算払申請、交付済額が書いてあるのだけれども、2番目の10月の交付申請額が出ない

で交付決定額が出ないで、概算払を10月に800何十万するという意味がちょっと内容が

わからないですね。交付申請しないで交付決定額をやらないで、概算払するという内

容がどうしてこうなのか。概算払も何割やるのか、どうしてこういうことになるのか。

（「関連」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 若干関連で、これだけ補助金として6,000万円あまりの補助金を執行し

ていますけれども、これをやはり13ページの資料でないけれども、やはりこれの事業

内容。例えば、運行に係わるどういうものにいくらかかってどうなのだとそういう資

料というのはやはり出せないのですか。もしこの資料があるとすれば、やはりこの資

料の手順をそれを見ないと。確かにＪＲからの支援金で賄って、我が町の腹は痛めて

いないという状況ですけれども、そうはいってもこれだけの多額の金額を執行してい

るわけだから、何にどれだけかかってという内訳・内容が、やはりそういう資料を添

付すべきだとこういうふうに思っていますので。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 はじめに交付決定につきましてですが、これにつきましては

昨年バスの購入初年度ということでバス3台の購入費、あるいは装備。バスに積みます

衛生電話ですとか行き先の表示装置、こういった設備関係。これも全て整備をしなけ

ればならないということで、当初の7,500万円の交付申請決定になってございます。内

容につきましてはそういった形でございまして、これに初期投資のそういった装備、

バス、車両分。これに当該年度、昨年度の運営補助。要は、赤字の補てんでございま

すけれども、これも合わせまして8,452万5,220円というのは、運行補助も初期投資も

全て含めた費用と。

それから、それらの初期投資等に係わります内訳でございますが、これは次回資料

として提出させていただきたいと思います。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 交付決定に対する概算払申請ということでの関係性ですけれ

ども、これは交付申請が7,586万83円、それから交付決定は7,586万83円同じなのです

が、この内数で6月の支出の6,600万円につきましては、これはバス3台の購入費という

ことで、概算請求がなされております。

それから次に、10月につきましてはこれが装備に係わる部分ということでございま

して、交付決定の段階では概数で交付申請決定しますので、これが概算払10月の段階

では、そういったものをきっちり装備をして額が決定と言いますか、固まった形での

概算交付ということになっております。
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また、これにはこの交付申請には運営補助の部分これもありますので、12月には変

更の交付申請を出していただきまして、それで運営補助の分を支出しているという状

況でございます。

吉田委員長 ほか。

竹田副委員長。

竹田副委員長 前回、3月の17回のこの資料からいきますと、鉄道試算の関係が今年度

例えばレールの撤去だとかそういうものが出てくるのですよ。そして、そのあとの土

地、その他の設備のこれは木古内町の所有になると思うのですけれども、その辺の整

備状況。例えば工事の発注、レールの撤去の工事の発注がたぶんそれはＪＲがやるの

か、我が町が委託されて発注するのか、そういう部分を含めて説明をお願いしたい。

それともう一つは、この部分でも再三言っているように、吉堀トンネルから木古内

川ここの道路整備の状況が、まずいまのトンネル越えて湯ノ岱に行くと、結構道道の

工事をやっているのですけれども、木古内エリアでは工事が全然していないという状

況。吉堀駅のところだって道路が一部改良されて、真っ直ぐきて吉堀駅のところにき

て、いくらか旧道に狭くなっていったカーブの部分です。そういう部分をやはり速や

かに要望して、例えば川瀬さんところの踏切を渡ったところのカーブ。あの改修をど

うするのだという問題についても、土現さんは例えばトンネルなのか大幅な改修をす

るということなのか、今度鉄道がなくなっているわけですからその辺の部分の方向性

を早くやはり示してもらわないと。よく町民から「ＪＲがなくなったけれども何も道

路は変わらないな」という声も聞くわけですから、いまこういう状況だということを

説明できるように、やはりいまの土現と折衝している状況等もわかる範囲内で説明し

てください。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 鉄道試算の状況ということでのご質問でございます。それで、

鉄道試算の状況につきましては、これまでこの江差線の廃止に関することということ

で交通体系のほうでは、調査項目として認識してもおりましたので、私ども合わせて

ご説明・ご報告してまいった次第ですけれども。今年度も調査項目につきましては、

木古内－江差間代替輸送バスの運営及び経営状況ということで、バスに限った調査事

項というような私ども認識がちょっとありまして、試算の関係は総務・経済常任委員

会のほうがよろしいのか。それともこちらでセットでやったほうがいいのかどうした

ものかなというのがございました。その中で、まずただいまのご質問でございますけ

れども、まず鉄道試算につきましては5ｍ以下の橋梁と、それから登記済みの土地。こ

れにつきましては、3月上旬にＪＲ北海道のほうから譲渡がなされてございます。これ

は以前ご説明したとおり、鉄道試算の撤去費と相殺をした形で、町に無償譲渡されて

いるという状況でございます。

また、鉄道設備につきましては線路、それから枕木、道床と言いますかバラスト、

それから電信柱、ケーブル、駅舎といったものにつきましては、町でＪＲから委託を

受けて委託金を受け取って撤去すると。それから5ｍ以下の橋梁につきましては、これ

は町が撤去するかどうかの判断をするということになってございまして、これらの撤

去費用につきましては、現在ＪＲ北海道さんのほうと費用の詳細について詰めている
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状況でございます。ＪＲ北海道さんといたしましては、木古内町・上ノ国町・江差町、

それぞれ撤去する試算が対象物がございますので、3町足並みを揃えた形で撤去にかか

る契約については、進めたいというふうな意向でございます｡

それから、吉堀トンネルの木古内側の道路の関係でございますが、今年度一部測量

を何個も行っているふうには私ども伺ってはおります。一部また旧江差線の用地、こ

れを取り込んだ形での道路の拡幅、こういった箇所もございます。これらにつきまし

ては、建設管理部さんのほうと協議を進めてまいりますとともに、また渡島の総合開

発期成会のほうでもこの整備については要望も出しておりますので、しっかりとまた

進めて行きたいというふうに考えてございます。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 この関係は、総務の委員会の中での表題だということですから、この

あとの質疑は総務の委員会の中で議論をしたいと思いますので。

吉田委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

3．その他

吉田委員長 その他で何かございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、以上を持ちまして、第2回総合交通体系調査特別委員会

を閉会いたします。

お疲れ様でした。

説明員：大森町長、大野副町長、福田まちづくり新幹線課長、丹野新幹線振興室長

加藤（隆）主査

傍 聴：竹内 巽

報 道：なし

総合交通体系調査特別委員会

委員長 吉 田 裕 幸


