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会議録 平成28年2月18日(木)場 所 3階 第5研修室

会議名：第4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、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：佐藤委員

会議時間 午前10時00分～午後12時17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4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9名でございます。

佐藤委員から欠席の届出がありました。

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、会議は成立をいたしました。

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。

大森町長をはじめ行政の皆さん、そして総合交通体系調査特別委員会の委員の皆さ

ん、何分来月3月26日来る北海道新幹線の開業を控えて大変忙しい中、総合交通体系調

査特別委員会ということで、11月依頼の久しぶりの委員会となりました。その間、行

政側もかなりの今回の資料を見ますと、調査研究をした資料が配付されておりますの

で、いままで説明した部分につきましてはある程度省略をしながら、大事な部分だけ

を説明していくような形の中で進めたいと思いますので、その辺説明員よろしくお願

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 まず、はじめる前に大森町長から何かありましたらよろしくお願いいた

します。

町長。

大森町長 吉田委員長からのお話にもありましたように、いよいよ3月26日に待ちにま

った北海道新幹線の開業と同時に新幹線木古内駅のスタート、さらには道南いさりび

鉄道の開業と様々な準備に向けていま最終段階を迎えております。

これまでも駅舎の見学会、あるいは試乗会など委員の皆様にはお忙しい中、ご参加

を賜り心から厚く敬意を感謝を申し上げたいと存じます。

そしてまた、これから当日に向けまして皆様方のお力添えをいただくことも多々ご
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ざいますので、引き続きご協力くださるようお願いを申し上げます。

前回の委員会から相当時間を経過しておりますが、なかなか実効性のある内容とい

うものはあまりないわけでございますが、その中でもこれまでの変化してきた部分に

つきまして、きょうはご説明をさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げま

す。以上でございます。

吉田委員長 ありがとうございます。

それでは早速、調査事項に入りたいと思います。

（1）番目のトレイン・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

誘致に関することについてでございます。

説明を求めます。

丹野室長。

丹野新幹線振興室長 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について、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1月18日に開催されました国土交通省交通政策審議会の

青函共用走行区間技術検討ワーキンググループにおきまして、取りまとめられました

報告書の概要でございます。

平成25年3月に取りまとめられた青函共用走行問題に関する当面の方針に対する検討

状況の中間報告となりますので、その内容につきまして、ご説明させていただきます。

はじめに、1の時間帯区分案についてでございますが、検討状況といたしましては、

確認時間の短縮に関しまして、支障物を確認するためのカメラやレーザー装置の設置

位置等を検討するとともに、確認車につきましては、現行の確認車をベースに改造す

る方法が適当との結論に至っております。

また、高速走行時間帯への貨物列車の誤進入防止に関しましては、システムの安全

性評価を実施をし、問題ないことが確認をされております。

（2）の今後の調整事項といたしましては、高速走行するために必要な保守作業時間

や、高速走行する時間帯の設定につきまして、関係機関で調整が必要とされておりま

すほか、新幹線の安全性、信頼性の確保の観点から十分な検証が必要とされておりま

す。

なお、時間帯区分案の検討状況の詳細につきましては、別途お配りしております中

間報告の冊子のほうの2ページから9ページ、及び別添の図面としまして資料としまし

て、19ページから23ページを合わせてご参照いただければと思います。

資料の2ページをお開きください。

次に、2のすれ違い時減速案についてでございますが、検討状況といたしましては、

すれ違い時減速システムの構築に関しまして、既存の軌道回路による位置検知システ

ム等を最大限活用することとし、トンネル内の気圧変動が貨物列車に与える影響に関

しましては、シミュレーション解析を実施中とのことでございます。

また、軌道上の支障物等に対する安全性の確保に関しましては、地上側にカメラを

設置する方法等についての課題を整理している状況です。

今後の検討事項といたしましては、ただいまご説明した内容につきまして、引き続



- 3 -

き慎重な検討が必要とされております。

なお、すれ違い時減速案の検討状況の詳細につきましては、中間報告の10ページか

ら12ページに本文が記載されております。

それから、24ページから26ページが別添資料ということになっておりますので、ご

参照いただければと思います。

次に、3のトレイン・オン・トレイン案についてでございますが、検討状況といたし

ましては、資料に記載されている8項目の課題につきまして、ＪＲ北海道が実施したシ

ミュレーションや台上試験等の結果を順次検証しております。このうち、1の走行安全

性、また2の走行安定性、3の動力性能の部分につきまして、さらに厳しい条件下での

検証が必要とされております。

今後の検討課題といたしましては、トレイン・オン・トレイン案には、三線軌がな

くなる等の共用走行区間の根本的な課題が解消されるメリットがあるものの、まだま

だ技術的な課題も多く、引き続き、3のブレーキ性能から8の振動・騒音等の周辺環境

に与える影響までの6項目の課題に関しまして、検討を進める予定となっております。

なお、トレイン・オン・トレイン案の検討状況の詳細につきましては、中間報告の1

3ページから15ページ、及び資料の27ページの別添資料がございますので、合わせてご

参照いただければと思います。

また、青函共用走行問題に関する当面の方針の概要につきましては、中間報告の16

ページ、それからいままでの青函共用走行問題の検討状況、検討会の開催状況でござ

いますけれども、これにつきましては中間報告の17ページに資料がございますので、

こちらもご参照いただければと思います。

この青函共用走行問題の議論に関しましては昨日、青森県青森市におきまして第4回

の協議会が開催されておりまして、国土交通省の鉄道局のかたが出席をされて、いま

私がご説明した内容と同様の内容をご説明を受けたところでございます。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。皆さんから質疑を受けます。

相澤委員。

相澤委員 相澤です。よろしくお願いします。

トレイン・オン・トレインの件について、以前から新幹線仕様ではなくて普通の貨

車、狭軌で進めていたと私は考えているのですが、去年の道議会にも行った時もそう

いうような説明でした。それから、6月のいさりび鉄道の訪問の時にもそういうような

ことだったと私は考えているのですが、ことしの1月1日の新聞でほとんど新幹線方式

のトレイン・オン・トレインということになったというような記事で驚いていたので

すが、これはもう狭軌での扱いはないということでなければならないのでしょうか。

まずそれを一つお願いいたします。

吉田委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時11分

再開 午前10時14分
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吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

竹田副委員長。

竹田副委員長 2ページのすれ違いのところで、「シミュレーションの解析を実施中」

とここに書いているのだけれども、これは検証済みでないのですか。「実施中」という

ことで、これからそれを進めるのだと。当然、すれ違い時にトンネル内の圧力だとか

何とかというそういう影響の部分は、検証をして今日にきているのかなというふうに

思うのですけれども、シミュレーションをこれからやるというのは如何なものかなと

いう気はするのですよね。ただ、我が町とすればすれ違いではなくてあくまでもトレ

イン・オン・トレイン、ここに絞った部分でいかないと。これは、いまの共用区間問

題の検討の事項であって、その辺が。ただ、ちょっと気になるのがシミュレーション

をこれからやるというのはどうなのか、その辺どういう情報を得ているかちょっと。

吉田委員長 町長。

大森町長 竹田副委員長のおっしゃるとおりだと思います。私どもはあくまでもトレ

イン・オン・トレインということで進んでいますので、ただトレイン・オン・トレイ

ンの実施には幾つかの検査だとか必要なので少し時間がかかるであろうと。その前に

もっと進めていかなければならないというのが、このすれ違い時減速システムの構築。

現在ですと、特急の速度はトンネルに入った時点から140ｋｍに減速になります。そ

うすると、青函トンネルというのは53.85ｋｍなのですが、前後合わせるトンネルとい

うと80ｋｍを越えるのです。その80ｋｍの間を140ｋｍでずっと走るか、これをするこ

とによって相手がいない時には260ｋｍで走って、相手を見つけた時には140ｋｍに減

速するというものを予算化して、少しでも時間を短縮しようと。根本的な解決はトレ

イン・オン・トレインなのですが、根本的な解決の前にやれることややろうというの

がこれでありますので、もう1回言います。よーいどんで140ｋｍで80ｋｍの区間を走

るのがいま、これによってどこかで相手が来た時に140ｋｍに減速すると。こういう自

動的なシステムを取り入れるというのがトレイン・オン・トレインでございます。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 ここには、そういう例えばいま町長が説明するようなシステムをどう

だこうだということは書いていないのですよね。ここで言っているのは要するに、貨

物と新幹線がすれ違う時に、例えば140ｋｍであれば大丈夫だということで我々もそう

いう理解をしています。それを例えばシミュレーションをしてテストを何回かした上

で、今日に至っているのだというそういう認識なのですよ。ただ、これからすれば最

後のほうに、そのシミュレーションをこれからやるのだというふうな捉え方を我々は

これをいま見てしたものですから、そういうテストはもう既に終わっているのかなと

いうふうに思っていたのです。ですから、あくまでも白鳥が最終になる19日。ですか

ら、20日から25日までのこの4日間でシミュレーションというかテストをするのかとい

うことを聞いているのです。

吉田委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 このシミュレーションはこれまでも実施していますし、これか

らも実施していくことになると思います。
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いま現在の変化と言いますか「状況の変化実施中」と記載している意味というのは、

実際にいま試験走行等で新幹線車両が走っております。その新幹線車両に実際走った

場合のシミュレーションの数字をいままでの特急とは違いますので、同じ140ｋｍでも

新幹線車両の場合はどうなのかとかそういった新しいパラメーターによるシミュレー

ションが引き続き行われているという意味で実施中というふうに文言は記載しておる

ようです。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 そうすれば、新幹線ではまだテストをしていないということなのです

ね。

ここで、不安要素でなくて、140ｋｍであれば安全性が保たれる、コンテナにも影響

がないということだということのきちんと明示をしないと。これから、シミュレーシ

ョンの解析を実施していくのだなんてやはりそうではなくて、そのためのテストを繰

り返してやって大丈夫だと。そして、そのあとに出てくるのは町長が先ほど言われた

今度はシステム。操作のシステムによって、貨物が走っていない時にもっとスピード

を出せないかというのが出てくるのかなというふうに思っているものですから、まず

了解しました。

吉田委員長 ほか。

平野委員。

平野委員 1点だけ、内容につきましては審議会自体が大学の教授等で話されている内

容で、この中身ついて我々が話をしてもなかなかついていけない部分があるのですけ

れども、先ほどから委員長また大森町長が申すとおり、我が町としてはトレイン・オ

ン・トレインを何とか進めたいのだと。ここ数年の交通体系の委員会を見てもどうも

課題ばかりが多く、この委員会の回数を見てもトレイン・オン・トレインの進みが年

々先延ばしになっていきそうな感じがあって今後、いつもの課題なのですけれども、

我々木古内町としてはトレイン・オン・トレインの誘致、あるいは国・道・ＪＲに進

めていくにあたり、行政・議会共同で陳情活動等をしましょうということが常に話さ

れていますが、平成28年のそのような陳情等の考え方について町場の現状の考え、進

捗があればお知らせいただきたいと思います。

吉田委員長 町長。

大森町長 町で国あるいは道、そのほかの機関に様々な要望をするわけでございます

が、きょう要望してあす成果が出るというのはなかなか数多いわけではありません。

長い間の要望活動、継続をしていくということが極めて重要でございます。このトレ

イン・オン・トレインにつきましても平野委員のお尋ねのとおり、時間がかかってい

ます。でもこれはある面、安全性も考慮するだとか国に理解をしてもらうだとか、財

源の問題・様々な問題がかかっていますので、これは引き続き継続して要請活動をし

なければならないかと思います。そういった観点からいきますと、この要望会という

のは極めて大切だと思っております。今年度につきましても、これまではこのトレイ

ン・オン・トレインに特化した要望活動というのはしていなかったわけですから、そ

れはＪＲ北海道とのある程度協議の中で、まだ決まっていないものを国に言ってあま

り地域がばらついているという印象を出さないでくれということがありました。これ
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は、皆さんご存じのことだと思います。それは、近隣の自治体で誘致に走ったからそ

ういった問題もあったわけですが、今度はしっかりと矛先を決めて、そしてどういう

要請活動が正しいのか。そしてまた、第1回目の要望活動はいつにするのか。この時期

をしっかりと把握した上で皆様方と相談をし、一緒になって要望活動をこれからも継

続していかなければならないとこのように思います。

吉田委員長 鈴木委員。

鈴木委員 いま平野委員からもお話がありましたように、やはり木古内町としまして

はトレイン・オン・トレイン、本当に竹田副委員長も前回では「町の未来がかかって

いる」というぐらい思いがあるわけでございます。その中で昨年の北海道新幹線、「何

とか10本のところ8本に」という私もはじめて陳情をさせていただいて、やはり声を出

すこと。トップに対して声を出して行動にすることが非常に大切だということが私は

経験をさせていただいてわかりました。

その中で、トレイン・オン・トレインが我が町に基地ができた時。その時、我が町

にとって経済、そして人口、いわゆる仕事の部分です。木古内町から町としていまか

ら順次、若しくは経過が決まった段階で、どういうスケジュールで町として受入体制

を取っていくのか。確かにトレイン・オン・トレインはかなり時間がかかっている部

分はあるのですけれども、それは裏をとれば町としても準備ができる準備期間と私は

考えておりますので、そのあたりの決定している、決定していないような気がするの

ですけれども、いまのところの予定でもお知らせ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。

吉田委員長 町長。

大森町長 決まっていないものを準備してというのは極めて横暴で、町がもっている

用地で全て解決できるとすればそんなに問題はないのですが、こういう基地ができる

という場合にはどうしても地域の皆さんの所有物を買うとか、あるいは地域の皆さん

のところを通って行くわけですから、理解をしていただかなければならない。しかし、

どこにどういうものが作られるかというのがわからない中では、非常に難しいと思い

ます。ただ、これまでＪＲ北海道がビデオ状のものを説明会の資料として見せていた

だいたことがありますので、そうするとこの辺かなと。あるいは、新幹線の速達性を

考えると貨物を乗せた新幹線は速くどくと。後ろから来る人を乗せた新幹線が優先し

ますから、前を走っている貨物新幹線がすぐよけるということを考えると、建川のト

ンネルを出てすぐよけるということが大事かと思います。そんなことを考えると、お

およその位置というのは出てくるのではないかと思うのですが、そういったことから

近くにいる人には協力の要請はできるのですけれども、しかし期待ばかり持たせて何

も決まっていない中から「お願いね」ということは非常に難しい。唯一言えるとすれ

ば、町内会の会合などがあった時に、「その節は皆さんのお力をお借りしたいので協力

してください」とざっくりとお話はできますけれども、個々の皆さんに対してお願い

するということはいまの段階では非常に難しいと。

吉田委員長 鈴木委員。

鈴木委員 親切な説明をありがとうございます。早め早めに対応していただければよ

ろしいかと思います。
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ただ、誘致の場所のほかに先ほどの質問の中で、いわゆる経済効果的などう考えて

いますかという部分をお願いいたします。

吉田委員長 町長。

大森町長 これも極めて難しいのでありますが、過程の話はなかなかしづらいのです

が万が一、当町にトレイン・オン・トレインの基地ができたと仮定しますと、ここで

の雇用または固定資産税等で全く算出はしていませんが、そのあとの今度はカートレ

インに結びつきます。トレイン・オン・トレインの基地は、横に駐車場を造ることに

よってカートレインにもう早変わりするということをＪＲ北海道から説明を受けてい

ますので、そんなことを考えるとさらにそれ以降の経済効果も発揮できるのではない

かと思います。全くいまのところ数字としては算出しておりませんので、ある程度具

体的にならないと。いまがくれば必ずや経済効果は上がるだろうとことくらいより言

えませんので、何ごとももう少しそれについては時間をいただきたいと思います。

吉田委員長 鈴木委員。

鈴木委員 わかりました。木古内町の観光客の目標が6万人から20万人と具体的な数字

を大森町長に出していただいたわけですけれども、こちらのほうの経済効果、カート

レインの数値も早い段階で動きがあり次第、対応していただけるように私は願ってお

りますのでよろしくお願いします。以上です。

吉田委員長 ほかに。

又地委員。

又地委員 随分、トレイン・オン・トレインなりカートレイン基地誘致。ただ、並行

在来線と例えばうちでやる道南いさりび鉄道の部分だけでなく、現在ＪＲ貨物さんが

利用している在来線の線路はずっとあるわけですよね。そうすると、将来的にどうな

るのだろうと。将来的にどうなるということは、ＪＲ貨物さんは常にいまの貨物が走

っている線路をずっと将来的にも走って、貨物輸送をしないとだめだと私はそう思っ

ているのです。それでないと新幹線ルートの中に道新さんが1月1日に元旦にニュース

を流しましたけれども、それはリップサービスだったのかもしれませんけれども、新

幹線貨物を走らせるためにいま計画している北海道新幹線ルートを走らせるというこ

とは不可能だと思っているのです、私は。そうすると、いま走っている線路をずっと

北海道貨物さんはその線路を使わないとだめだと。そうすると、どうしてもどこかで

基地を造らないとだめになるだろうと。もし造らないとすればトンネルをもう1本掘る

より方法はないだろうと。そのあたりの理論武装をうちの町として、例えば国の政策

の中でトレイン・オン・トレインの基地を造る造らないに関わらず、我が町としては

その辺を加味した中での理論武装をして、うちの町から出かけていくというような運

動展開をしないとだめでないのかなと私はそう思っているのです。ずっといままでは

受け身受け身なのですね、トレイン・オン・トレインの部分に関しては。それは受け

身受け身と表現が悪いのかもしれないけれども、国の政策がわからないうちに我が町1

町で走って歩いてどうなるのだというようなそういうことかと思うのですけれども、

私はある意味ではいま言ったようなＪＲ貨物さんのことを考えていくと、我が町があ

る意味ではトレイン・オン・トレインはどうしても必要なのですと。だからというよ

うな国会予算を付けてもらえるような要望活動みたいなものを我が町としてリーダー
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シップを取るというような方法より私はないのでないのかなと。それは、例えば北海

道新幹線札幌延伸が15年後と。この15年後の中で、何とか先を掴むような運動を我が

町がしなければならないと私はそんなふうに考えています。これはあとで出てくる道

南いさりび鉄道にもすごい影響がある。もし、貨物新幹線がどうのこうのということ

になった時には、道南いさりび鉄道が使わないというようなことになれば、これは我

が町にとっても道南いさりび鉄道を経営している2市1町、北海道。すごい財政的な影

響が出てくるわけですよね。だから、その辺を合わせた中で何とか受け身だけではな

く、我が町から出かけていくというようなスタイルを形をいろんな角度から調査する。

町として調査をする中で、そして理論武装をして我が町から働きかけるというような

ことが必要でないのかなとそんなふうに私は思っているのですけれども。時期が時期

がということをあれしているということは、受け身受け身の態勢でないのかなと私は

そんなふうにも捉えているのです。ですから、何とかうちの町から受け身ではなく、

逆に出かけて行くというような方法を28年度からするべきではないのかなとそんなふ

うに思っているのですけれども、町長その辺はどうですか。

吉田委員長 町長。

大森町長 又地委員がおっしゃるとおりだと思います。これまでは相手が見えなかっ

たというのも事実なのです。ＪＲ北海道と一緒に足並みを揃えなければならないとい

うのもありましたので、ある程度遠慮をしながら国の情勢を見て。現在は、それぞれ

ＰＴなどが行われると委員のかたと連携をしながら情報を入手するなどをしています

ので、タイミングもこれまで以上にわかりやすくなってきましたので、いま又地委員

が言われたことを続け、こういったことをしっかりと受け止めて、皆さんと一緒に前

進できるような要請活動をしていきたいと思っております。

また、又地委員がご心配されている基地になるところ、それは建川トンネルを下り

たそのすぐ目の前でなければ新幹線に影響を及ぼすということが十分ありますので、

それはこれまでの様々な議論の中で、まず新幹線の前に時速200ｋｍの貨物列車が新函

館北斗まで行くのかということ。後ろの新幹線が基本的に優先されますので、どこか

で早いうちによせなければならない。そうすると、建川トンネルを出たらすぐよせる

ということが基本になると思いますので、その辺もこれからの情報収集、あるいは皆

さんとともに要請活動に行った時に、しっかりとそれを伝えるとか確認をするとかと

いったことはしなければならないと思っております。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 又地議長とちょっと関連しますけれども、いまトレイン・オン・トレイ

ン、それとカートレインに係わる情報収集ということで行政のほうから説明を受けた

わけですけれども、概ねそれほど大きな前回の説明と変わっていないと。動きもさほ

ど大きな動きはないよと。いろんな試験テストを含めて安全性を高めていく中で、こ

ういう手順が必要だということは概ね理解できました。

いま基地誘致のことに関しては、前々からいろんな角度から見て願わくばこの我が

町ということで、いろいろそういう話は出ていると思うのですけれども。

そういう中でやはりきょうは個人的に思うのですけれども、こういう具体的な動き

がない中で議会と行政とのこういう説明の中で、やはりきちんと方向性を定めてお互



- 9 -

いに何をしていかなければならない。いま言ったように、又地議長のおっしゃるとお

りだと思うのです。その辺をきちんと見極めながら、行政は行政で情報収集をきちん

とされていただいて、いろんな精査をしていただきながら、そういう部分をやはり議

会にリアルタイムで流すとかいろんなそういう交換があると叱るべきだと思うのです

けれども、そういう今後に向けた。決まらないとわからない部分も当然あるわけです

から、いま言ったように陳情に行くのか、行政として何ができるか、議会として何が

できるのかという部分をこの辺をやはりお互いに見合いながら、良い方向に持ってい

くというそれに尽きるのかなと私はいま思ったのです。そんなことで思いはみんな一

緒ですから、それに向けた行政、議会が一体となってこれに向かっていくのだという

ことで、私はそういうふうに思いました。行政のほうもおそらく先ほど町長が「そう

いうことは大事だ」ということですので、確認というわけではないですけれども、私

個人的な意見もそういう方向で全く同じだということで、今後一緒になって頑張って

いきたいと思っています。

吉田委員長 町長。

大森町長 要望会というのは要望するもの、あるいは時期によって文言というのが少

しずつ微妙に変化してきます。新幹線などでもこれだけ長い要望期間を経てきた中で

は、まずは北海道に新幹線をとそこからスタートしているわけです。その次は駅はこ

こでと、今度は決まりそうになれば1日も早く決めてくれと。いま何をやっているかと

いうと、1日でも早い完成はもう完成しますから、そうすると札幌延伸。一つの物事に

対してもその時々によって違います。いまどんなことができるのかというと、まだ我

が町という声を出していいのかは非常に微妙です。まず、北海道の新幹線の基地とい

うよりもトレイン・オン・トレインをまず造ってくれというところからスタートする

のかもしれません。この辺も十分私どもで情報収集をして精査をして、皆さんとご相

談をするということに努めていきたいと思っております。

吉田委員長 ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、ちょっと私のほうからほとんど各委員から出たのと同

じで、きょうの一番大事な部分なのです。

1月1日の道新さんの記事からはじまっていろんな噂が流されてきているので、貨物

積替方式になった場合は木古内にほとんど基地ができない、七飯の基地でという話も

出ているのです。だから、火のないところには煙は立たない。ただ、先ほど議長のほ

うからも言われたとおり、道南いさりび鉄道を抱えていく町としては貨物は必ずここ

に走ってもらわないと困るというのが原則です。そうした場合にやはりトレイン・オ

ン・トレインの基地だけではなくて、貨物積替方式の基地も木古内町に持ってくるべ

き。そういう考えもある種持ったほうがいいのかなという、持たないとたぶん道南い

さりび鉄道が大変なことになると議長が言ったとおりなのです。その辺もきちんと考

えながらこれから行動をしていかないといろんな情報が錯綜します。そして、12月の3

日にＰＴの会議がはじまって、1月の18日にＰＴの会議をもうやっています。そして、

そうなったら今年中にある程度札幌開業を控えて、もう早い段階でというのもこれも

あくまでも噂です。そういうのもあります。だから、議会としても町長に対して行政
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に対して、早め早めの運動というかそういう陳情活動をやっていかなければ後手後手

に回ってしまう恐れがある心配がありますので、その線も踏まえてこれから行政で考

えていただきたいなと思います。

ほかにないようであれば、この件につきまして終わりたいと思いますが、いかがで

すか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

（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 それでは、次の2番目の道南いさりび鉄道の運営及び経営状況に関するこ

とにつきまして、議題といたします。

それでは、説明を求めます。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 それでは私のほうからは、調査事項の（2）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、ご説明を申し上げます。

2月5日に第10回の開業準備協議会が開催されておりますので、その際の資料を添付

してございます。

資料の2ページをお開きください。

道南いさりび鉄道の開業に向けた準備状況でございます。

1.社内体制でございますが、道南いさりび鉄道では、昨年6月の鉄道事業許可取得後、

8月に本社を函館市に移転し、開業準備を本格化したところであり、現在22名の社員は

今後、開業時までに70名程度となる見込みでございます。

続いて、2.運行概要でございますが、現行のＪＲ江差線の普通列車の運転本数を基

本といたしまして、平日・土曜・休日ともに上下37本の運転を予定してございます。

運賃等は、経営計画に基づきまして、現行のＪＲ運賃と比較し、概ね1.3倍程度とす

るとともに、ＪＲ函館駅といさりび鉄道各駅からの乗継運賃につきましては、ＪＲ北

海道の協力のもと、双方で乗継割引を実施し、現行と比較いたしまして1.5倍以内とし

てございます。

住民説明会の開催でございますが、1月26日から2月2日までの間、沿線市町6箇所で

行い、運賃や利用方法等について説明をしてございます。

木古内町では、2月1日に中央公民館で開催され、出席者は9名でございました。

次に、3.ＪＲ北海道との基本合意の履行状況でございます。（1）基本合意のとおり、

並行在来線に対する協力内容に関する基本合意、並行在来線における安全運行体制の

構築に関する基本合意2本の計3つの基本合意を締結してございます。

次に、3ページをご覧ください。

（2）履行状況の概要でございますが、主要な事項をまとめたものでございます。

①の鉄道資産の譲渡につきましては、当初予定しておりました16億円程度で、道南

いさりび鉄道がＪＲ北海道の鉄道資産を購入する予定でございまして、現在、契約締

結に向けた手続きを進めているところでございます。

②譲渡資産の保全、施設等の改修・整備につきましては、現在もＪＲ北海道におい
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て、必要な検査と修繕を実施していただいているところであり、道南いさりび鉄道に

対しては、補修履歴や検査結果、修繕計画などといった必要な記録が提出されてござ

います。

また、道南いさりび鉄道では、外部有識者で構成する安全管理アドバイザリー会議

の助言を受けて、ＪＲ北海道の譲渡資産に対する修繕の要望書を提出してございまし

たが、こちらについてもＪＲ北海道より、要望内容の修繕を実施するとの回答を得て

ございます。

なお、ＪＲ北海道による修繕、整備内容の概要につきましては、13ページから15ペ

ージに参考資料1として添付してございますので、ご覧いただきたいと思います

次に、③の運輸安全委員会が公表した事故調査結果への対応でございます。ＪＲ北

海道からは、脱線箇所における脱線防止ガードの設置、類似曲線における設定カント

の低減、レールの歪みや左右レールの高さなどの複合変位の管理強化といった対策が

示され、このとおり進めているということでございます。

また、ＪＲ貨物からも道南いさりび鉄道に対し、安全管理アドバイザリー会議の場

において、江差線における脱線対策が進められていることの説明が行われているとの

ことでございます。運輸安全委員会が公表した事故調査結果の概要のほか、ＪＲ北海

道、ＪＲ貨物による対策の詳細については、16ページから18ページに参考資料2を添付

してございますのでご覧いただきたいと思います。

次に、4の安全運行体制の確保に向けた方針でございますが、協議会が平成26年7月

に策定いたしました、並行在来線の安全運行体制の確保に向けた方針に基づきまして、

道南いさりび鉄道では、安全管理アドバイザリー会議による有識者などの意見を踏ま

えながら、会社の安全方針を決定し、自社の安全管理規程などの策定が行われてござ

います。

次に、4ページをご覧ください。

この資料につきましては、開業前日及び開業日の主要行事について、現時点の状況

でございます。

開業前日の3月25日でございますが、函館市内において開業前夜祭を開催することと

してございまして、プロジェクションマッピングの点灯式や音楽ライブといった内容

を予定してございます。

開業日の3月26日の行事でございますが、まず、新函館北斗駅及び木古内駅において、

ＪＲ北海道の主催により、朝6時台に新幹線一番列車の出発式が予定されてございまし

て、その後、7時台から10時台にかけては東京方面などからの新幹線の到着に合わせま

して、知事、沿線の市長、町長などによる記念品の配付、郷土芸能などのアトラクシ

ョンといった到着列車歓迎セレモニーを行う予定となってございます。

11時台後半でございますが、ここが道南いさりび鉄道の関連行事でございまして、

函館駅において、ＪＲ北海道及び道南いさりび鉄道の主催により、函館ライナーと道

南いさりび鉄道の出発式を同一ホームで合同開催するとともに、12時30分からは、函

館国際ホテルにおきまして、新幹線・道南いさりび鉄道開業記念祝賀会を予定してご

ざいます。

なお、15時からは函館駅上空におきまして、航空自衛隊によるブルーインパルス展
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示飛行が予定されてございます。

次に、道南いさりび鉄道の利用促進について、ご説明いたします。

5ページをご覧ください。

道南いさりび鉄道地域応援隊でございますが、経営計画に基づきまして、沿線地域

における官民が一丸となって、利用促進に向けた具体的行動を行うことを目的に設立

してございます。

沿線の函館市、北斗市、木古内町から5名ずつ、計15名の推薦をいただきまして、昨

年11月に設立をしてございます。

6ページをご覧ください。

今年度の活動でございますが、先月28日・29日に、応援隊のアドバイザーをお願い

しております日本旅行にもご同席いただきまして、各市町でワークショップを開催し、

開業記念行事の実施内容や平成28年度における各市町の活動内容を話し合ったところ

でございます。

今後、3月26日の開業日当日の記念行事の具体的な内容について、さらに検討を進め

るまいる予定でございます。

7ページをご覧ください。

企画切符や旅行商品の販売等についてでございますが、北海道新幹線開業に合わせ

まして、道南を訪れる観光客に地域を周遊していただくため、各事業者がいろいろな

切符を販売する予定となってございます。

1のはこだて旅するパスポートは、ＪＲ北海道の函館支社管内で販売している道南の

フリーエリア内で、普通列車、バス、函館市電が2日間乗り降り自由となるフリー切符

でございます。3月26日の開業日以降は、対象エリアに道南いさりび鉄道の運行区間が

追加となる予定となってございます。

2の江差・松前周遊フリーパス～千年北海道手形～でございますが、函館バスが販売し

ている木古内町から道南8町エリアを周遊する路線バス、定期観光バスが乗り放題となる

フリー切符でございますが、道南いさりび鉄道ではこのフリーパスの購入者に対しまして、

道南いさりび鉄道の割引切符の販売を検討しているということでございます。

次に、8ページをご覧ください。

3の青春18きっぷでございますが、これはＪＲ6社で販売している商品でございまして、

全国のＪＲ線の普通・快速列車が乗り放題となるものでございます。

4のその他といたしまして、民間事業者におきましても道南いさりび鉄道の乗車をテー

マとした旅行商品のほか、旅行サイトなどでの道南いさりび鉄道の旅を紹介するページが

作られるなど、道南いさりび鉄道についても、開業気運の盛り上がりを見せているところ

でございます。

次に、9ページをご覧ください。

いさりび観光列車「ながまれ号」の運行についての資料でございます。

道の補助を受けまして、道南いさりび鉄道が整備する車両でございまして、道南地域の

食や観光、文化といった地域の魅力を広く発信するための車両の整備を目的としてござい

ます。

道南いさりび鉄道が保有する車両9両のうち2両を活用いたしまして、通常の運行に加え、
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観光利用に使用できる車両を整備するというものでございます。

名称の「ながまれ号」でございますが、道南地域の方言で、「ゆっくりしていけ」とか

「のんびりしていけ」などといった意味がございますので、これを採用したということで

ございます。

10ページには、デザインパースが掲載されてございます。

デザインについてでございますが、新幹線と比べましていさりび鉄道は4分の1程度のス

ピードで、車窓の景色をゆっくりと眺めながら「ながまっていただく」ことをイメージい

たしまして、下の部分には函館山のラインと津軽海峡に浮かぶ漁り火を配し、上部には夜

空に星が広がるようなイメージのデザインとしております。

内装につきましては、通常運行に加えて、観光列車として利用することを踏まえまして、

脱着可能な道南スギ製のテーブルを配置するということとしてございます。

運営につきましては、営業、集客力強化の観点から、販売や社内サービスの提供を株式

会社日本旅行に委託することとしてございます。

11ページに資料がございます。

仮称でございますが、「道南いさりび食堂ながまれ号」という名称で、道南いさりび鉄

道沿線や、道南地域の魅力を味わえる列車とし、落ち着いた車内に合わせた懐かしい昭和

モダンな鉄道の旅を提供するというようなことになってございます。

運行につきましては、5月下旬から10月までの週末に12本を予定してございまして、行

程は函館を16時台に出発いたしまして、木古内の道の駅「みそぎの郷きこない」などに立

ち寄っていただき、いさりびなどの景色を見ながら、函館には午後8時頃到着いたしまし

て、その後の函館山の観光に行けるような時間帯をイメージしているということでござい

ます。

12ページをご覧ください。

これは、協議会の今後についての資料でございます。協議会の今後についてでございま

すが、経営計画に基づきまして現在仮称ではありますが、道南地域（五稜郭・木古内間）

第三セクター鉄道経営検討会議を開業日付けで組織する予定でございます。

19ページ、20ページをご覧ください。

これは、道南いさりび鉄道の時刻表の予定案でございます。

19ページは下りでございまして、内容といたしましては、始発が現行ダイヤより11分早

まりまして、5時52分となってございます。

3段目の赤文字が現行のダイヤでございます。午前中は9時22分から12時28分まで、約3

時間の比較的大きな運行間隔がございましたけれども、これを10時13分とすることにより

まして、列車ダイヤの間隔の均衡を図ってございます。

20ページは、上りでございます。上りのダイヤにつきましては、概ね現行のダイヤに即

した時刻となってございます。

また、新幹線等々の乗り継ぎにつきましては、下りのほうは少し時間を持たせまして、

急がず旅をしていただくというような木古内に少し滞在していただくような時間設定にな

っているところでございます。

また、このダイヤについてですが、これはこれまでＪＲ北海道、ＪＲ貨物などとの協議

の上で、このようなダイヤ案が設定されたということでございます。
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以上で説明を終わります。

吉田委員長 ただいま説明が終わりました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時03分

再開 午前11時13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。

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、質疑を受けます。質

疑、ございませんか。

平野委員。

平野委員 まず1点、3ページの譲渡資産の保全施設等の改修・整備についてお伺いし

ますけれども、添付資料についてございます。

その中で、数年にわたり特に竹田副委員長が木古内の駅の下の錆等の指摘をいただ

いて当然、譲渡するまでには修繕をいただきたいという話がいくらかこの中を見ると

されているなという部分は出ていますが、それ以外の部分です。合わせて申し上げて

いました札苅・泉沢・釜谷地区の駅、あるいはホーム等の整備・修繕についてここを

見ますと、「専門家のかたの助言に基づき、要望書を提出しており」と記載しておりま

すが、我が町として実際に現地を視察し、直してほしい箇所を要望したのでしょうか。

その要望をしたのか、あるいは要望をしたがそこの部分については、要望書の中に記

載に至らなかったのか、経過をお教えください。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 修繕の状況についてのご質問でございます。

安全管理アドバイザリー会議につきましては、これは大学の先生等から組織されて

おりまして、以前の当委員会でもご説明したとおり、トンネル・線路等の構築物等に

ついての橋梁、こういったものについての現地確認要望ということでございます。

それから、町としての要望でございますが、これは各駅・ホームを確認の上、写真

等を添付の上、協議会を通じてＪＲ北海道のほうに要望を出しているというところで

ございまして、状況につきましてはまず釜谷については、2番線ホームの登り口の鉄の

階段がございますけれども、ここに穴が空いておりました。これについては全て新た

な材料で貼り直しをしてございます。

泉沢につきましては跨線橋、ここの屋根が一部穴が空いて雨漏り等がする状況とい

うことでございました。これにつきましては、できれば貼り替えというようなことで

お願いはしていたところなのですが、まだこれについては耐用年数があると言います

か持つと。穴についてはカーテン等で埋めて、そしてまずは雨漏りを止めるというこ

とでの応急措置をしてございます。

札苅につきましては、特に大きな修繕箇所等はございませんでした。できればとい

うようなことで駅舎の建物外壁です。軒天ですとかこういったところをできれば新た

に取り替えてもらえればなということでの要望は出してございます。

木古内駅につきましては、4番・5番ホームのキャノピー、シェルターと言いますか
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ホームの雨よけです。あれにつきましては、現在青く塗り替えられてございまして、

塗装が終わっていると。これは以前、町長が一昨年の江差線の廃線の際に、太鼓を叩

いたら錆が落ちてきたという指摘がされていたその箇所でございます。

それから、4番・5番ホームに下りる階段につきましては、下から5段・6段あたりま

でですがこれも一部腐食で穴が空いてございました。ステップの縦の部分でございま

す。これについては下から10段まで、これを全て貼り替えて穴は全て解消されてござ

います。現在の状況はそういった状況でございます。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 現状の説明はわかりました。泉沢の雨漏りについては、もう既に改善され

ているということでよろしいのですね。わかりました。

細かい備品等を言えば、実際利用されているかたは「ここも直してほしいね、ここ

も危ないね」という箇所はまだまだあります。それもいま全部言うととてつもない数

になりますので。

それで、そのようなさらなる要望等は今後開業までなのか、開業後についても当然

危険な箇所の修繕等をＪＲに要望して直してもらえるのか、その部分についてに確認

をお願いいたします。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 開業前の修繕でございますけれども、これはＪＲのほうから

取得する16億の車両・線路設備等を含めた取得費、これの見合いの額をＪＲのほうで

職員の出向も含めたものの中で修繕も見るということで、修繕計画はもう提出されて

ございまして、それに則ってこれまで修繕を進めてきていると。開業までに今後も修

繕を進める箇所はございますけれども、その中に追加の要望というものは入ってござ

いません。したがいまして、今後はいさりび鉄道がその資産を譲り受けて管理してい

くということになろうかと思います。

（「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 修繕の関係、確かに4番・5番のシェルターの部分の塗装が錆かくしと

いうそういう塗装は終わっています。

やはりこの協議会の資料だけではなく、我が町としてどうしたといま平野委員が質

問したような、例えば我が町とすれば釜谷ではこうだ、泉沢ではこうだという部分の

事項を挙げて、そしてこの部分は改善をしました、これは要望していますと。いつ頃

までにやりますという部分がやはり資料として添付してもらわないと。再三、桟橋と

いうかシェルター含めた部分で我々自分は現地を見て訴えてきているのですけれども、

確かに階段を下りてシェルターの部分はいくらか色が付いて綺麗になっている。だか

れども、すぐ錆びる。錆剥離していない。ペンキ塗りをしたことがあればわかるのだ

けれども、錆を取ってから錆止めをしてペンキを塗らないと。錆びた上からペンキを

塗っている。当然、担当として現地を確認していると思うのですけれども、私はシェ

ルターもそうですけれども階段の後ろ側。階段なり橋梁を押さえている支柱を含めた

部、こういうものも譲渡前にＪＲにきちんと訴えてそういうものは応急でもいいから

措置をすべきだということは何回もこの委員会の中で訴えてきたのですけれども、た
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だシェルターの部分は綺麗になったけれども、陰を見たらそのままなのだよね。錆の

まま。もう何年かすれば、すぐボロボロになるという現状です。自分は専門家ではな

いから素人の目で見た部分なのですけれども、そうすればまたいさりび鉄道としての

今度事業でそこを補修しなければならない。やはり譲渡前に撤去すべきだというのが

再三訴えてきたことなのですけれども、確かに正面はシェルターの部分も綺麗になっ

ている。だけれども、錆を落としてないのです。やはり綺麗になったから良かった良

かったではなくて、きちんとそういう部分まで訴えるべきではないかというふうに思

うのですけれども、その辺はどうですか。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 錆を落としていないということでのご指摘でございますが、

私どももそこまでの把握はしてございませんが、まずは道南いさりび鉄道につきまし

ては、基本的には現在のＪＲ北海道が運行している江差線の資産の譲渡を受けて、車

両も中古、鉄道資産も全て中古、いま使っているものを受けて継続して運行するとい

うのが基本ですので、まずは例えば危険度合いなり耐用年数がどうなのかといった視

点で修繕については進めていると。これは誠に残念かとは思うのですけれども、例え

ば見た目ですとか過大な投資と言ったら変ですけれども、現在ある資産をそのまま引

き継いでいさりび鉄道が運行するというのが基本でございますので、まずはこれまで

塗装、それから穴の修理こういったものを進めてまいっているわけでございますが、

これが譲渡前のＪＲの修繕の限界と言いますか現状ということでご理解いただければ

というふうに思います。

吉田委員長 ほか。

鈴木委員。

鈴木委員 鈴木です。

最近よくテレビとか新聞とか、いさりび鉄道という言葉がだいぶ露出してきて、な

お且つ応援隊。こちらのほうも幅広い年齢層の中で、いろんな説明会を行ったり、そ

ういう活動を聞いております。その中でもやはり声を聞くのが、「会社として本当に大

丈夫なのだろうか」と、これは私の言葉に置き換えたのですけれども。と言いますの

は前回の委員会の時11月6日、私が質問をさせていただいたのが10年間の収支予測、約

10年間で23億円程度の負担になると。それはいわゆる町民の税金の部分からという話

の中で、「黒字になるための目標数字を事業計画をいさりび鉄道のほうに行政側からも

ちょっとプッシュしていただけませんか」と確か私はこのような質問をしたかと思う

のですけれども、そちらのほうの現状のご報告をいただければと思います。やはり、

収入の部分を見ても旅客運行収入15億円で路線使用料、いわゆるＪＲ貨物ですよね。

こちらが107億円とかなり異存している部分があって、ただ一方で観光列車はこれから

大変期待できるという部分もあるのですけれども、そちらの前回の11月6日に質問をし

た現在どのような進捗状況を教えていただければと思います。

吉田委員長 町長。

大森町長 極めて大事な課題でございます。いさりび鉄道には現在、収益事業に対し

ての再三の申し入れをしております。これまでは、いさりび鉄道車内での議論はまず

安全に開業を迎えるということに力を入れていた。でも、それでは乗ったかたからよ
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りの収入よりないと。乗らない人からも収入を得るためには､様々なグッズを販売をす

る。できれば運賃収入と同額以上のグッズ等の販売は必要であるということを申し上

げ、それについて行動にいま移しているというところですが、課題はあります。それ

は、人が足りないと。営業というセクションに1人よりいないと。その1人も収益事業

よりもまず安全に開業するというところに張り付いているということでございました

ので、であれば人を採用しなさいと。情熱を持ったかたが全国に公募するとたくさん

いるわけですから、完全な雇用ということになると多額の費用がかかるかもしれない

けれども、まずは売上を増やしていくということを考えて、それも開業日よりもずっ

と前にやらなければ効果は発揮できませんということを伝えて、そのことについては

いさりび鉄道は理解はしているのですが、実際にそれが形に現れていないというのが

現状です。

現在は、いさりび鉄道あるいは新幹線の開業日前に数点のグッズを販売する。それ

は、当町の道の駅あるいはキヨスク、ロープウェイ、空港こういったところに置いて

いただくようにいま働きかけをしているという回答を得ていますが、「たった5品目、

こんなで商売になるわけないでしょう」ということを強く話しております。

私は一つのアイディアとして、「キャラクターを決めたらどうですか」と。そのキャ

ラクターも新しく決めると時間もかかるので、三つの自治体にはそれぞれゆるキャラ

があるので、キーコとズーシーホッキ－とイカール星人、三つをセットしたのがいさ

りび鉄道のキャラクターと。単品ではそれぞれ出ているけれども、三つ揃ったものは

いさりび鉄道ですよということで、それぞれの自治体あるいは関係機関にお願いをし

て借りると。こういったものを大々的に売り出したら、それぞれがいま人気が出てき

ていますから、こんなこともアイディアとして伝えております。とにかく運賃だけの

収入では、10年間での23億という赤字を少しでも解消するというのは極めて難しくな

っています。これは皆さんご承知のとおりでございます。したがいまして、乗らない

かたからも収入を得るということが大事でございますので、引き続きそれは声を大に

して言い続けてまいりたいと思っております。そして、1日も早くたくさんのグッズが

並ぶように。先般伺ったところですと、この新しくできる「ながまれ号」の列車をデ

ザインしたものが5品くらい早急に並べるということでございますが、これから随分お

願いをしてから時間がかかっていますので、人も雇うと言っていました。ものも早く

やると言っていました。ですから、それに期待をしたいと思います。現在の小上社長

も考え方は我々と同じで、極めて商売人という意識でいま行っておりますので、それ

に期待をしたいと思っております。

吉田委員長 鈴木委員の質問の中の前回の質問のが答弁に入っていないので、その検

討の経過を福田課長のほうからお願いします。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 黒字になるための収支試算ということでのご質問ですが、こ

れはいま町長が申し上げたとおり、運行収入以外の業務外の収入です。こういったも

のをどういったものをやるか、あるいはまだ開業前ということもありまして、黒字に

なるための収支計画というものは、現時点ではまだ試算はしていない状況です。今後、

どういったグッズを作るのか、またどの程度の数量を作るのかというものが見えてき
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ましたら、年間の売上等の予測もできますので、そういった形で試算できるのかなと

いうふうに思っております。

吉田委員長 鈴木委員。

鈴木委員 町長からもありました3体で一つのイメージキャラクター、これはびっくり

しました。新しいと言いますか確かに路線が絡んでいますし、シンプル且つわかりや

すいかなと。そういう画期的なと言いますかいろんな角度でアイディアを出せば、い

さりび鉄道を何とか盛り上げていけるのではないのかなと思っています。

ただ、いわゆる収支の部分につきましては、応援隊のかたのモチベーションです。

我々が一生懸命地域のためにいさりび鉄道のためにやっても赤字だけは避けられない

のだと。そういう後ろ向きな気持ちでどうしてもやるのが申し訳ないという気持ちに

どうしても私もなってしまいますので、先ほど町長がおっしゃったようにグッズの部

分でこれぐらいの売上と。それも具体的に出していただけるような活動を今後とも期

待をいたしますので、なにとぞ引き続きいさりび鉄道さんのほうには、協力体制のほ

うを密にとっていただけるようによろしくお願いいたします。以上です。

吉田委員長 ほか。

新井田委員。

新井田委員 私のほうからまず3ページの履行状況の中で、安全管理アドバイザリー云

々ということでありますけれども、譲渡資産の中で当然もう既に安全に関する部分に

関しては、補修をされたり手直しがなされている状況ですけれども、安全に関しては

この委員会も含めて声を大にして言ってきたわけです。

そういう中で、ここのアドバイザリー会議の助言に基づいてというような表現にな

っていますけれども、補修したあるいは例えばレールも敷き直したとかパットの改修

をしたとかといろいろありますけれども、これは誰が要するに検査をするのですか。

機構でやるのかその辺がちょっと明記されていないので、この辺やはりきちんと明記

をされていないと行政が関わっているのか、その辺もちょっと一つお伺いしたいです。

それともう一つは、11ページの「道南いさりび食堂ながまれ号」云々ということで、

この中で行程の「函館－木古内間の途中下車タイム1時間程」とありますよね。これは、

例えば五稜郭－木古内間のいずれかの駅なのか、若しくは北海道はご承知のとおり四

季折々ありますけれども、我が町泉沢もサラキも例えば5月になるとチューリップがも

のすごく満開になると。そういう部分でそういう場所にも対応できるのかどうか。そ

の辺ちょっと確認をさせてください。この2点をお願いします。

吉田委員長 町長。

大森町長 まず1点目の安全管理の関係でございますが、これはいさりび鉄道から委託

をしてＪＲ北海道に管理をしていただくということになります。

安全でこれまでとは大きく違うのは、まず特急列車が走らなくなるということが大

きな違いになってきます。

特急列車が走るということは、スピード性を求められますので、カーブにくると平

らから道路と同じように傾きが必要になってくると。この傾きが今度は貨物列車には

悪い影響を及ぼすと。長くて重い列車がこの傾きで非常に脱線しやすくなると。それ

を今度は特急列車がなくなるということで、ある程度平らに戻しましたので、ですか
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ら今度は貨物には非常に走りやすい状況になったと。危険な箇所は多少減速をすると

いうことで、これから特急がなくなるということに伴う安全性の確保というのは出て

くるかと思います。

次に、11ページの企画でございますが、これはあくまでも日本旅行さんが独自の商

品として開発をしております。この中では、木古内町にいまオープンしました道の駅

を少しでも利用していただいた、そしてお客様に満足をしていただく。こういったこ

とを企画しておりますので、この商品の中には途中下車というのは入ってはおりませ

んが、これからいろんな企画の中で季節、季節によって止めるということは十分あり

得ることだと思います。いまスタートの段階では、まず道の駅の好調さをいち早く日

本旅行も察知をし、お客さんを呼べるという商品を作ったというふうに理解をしてお

ります。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 11ページの件に関しては、ぜひニーズに合った状況で対応をしていただ

ければなというふうに思っています。

まず一つ目の部分に関しては、町長から縷々ご説明をいただきましたけれども、要

は私の問いはこういう直した部分に関しての検証は誰が行うのですかということです。

直すのは当然です。それが行政を当然絡んでいるのか、各自治体の行政絡みなのか、

この辺明記がないのでちょっと我々は素朴な疑問で、誰が一体検証をするのだと。Ｊ

Ｒ北海道なのか運輸機構なのか、あるいは国土交通省なのかいろんな機構はあると思

うのですけれども、その辺ちょっと教えてください。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 資産の修繕に関しましてこれを確認を誰が行うのかというご

質問でございますが、これにつきましてはＪＲのほうで修繕をいたしまして、写真等

も付けた修繕記録、こういったものを整備します。その上で、道南いさりび鉄道には

保線社員もおりますので、保線社員がそれを内容を確認する。

またその後、アドバイザリー会議の今後の会議の内容で、出した要望の修繕箇所に

ついての報告なり確認なりが、改めてまた行われるものとこのように認識をしてござ

います。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 あまり「こうだ」という言葉はないのだけれども、いずにしてもそうい

う検証は当然されるということでしょうけれども、ただ先ほど同僚委員から出たよう

に、例えば16億云々という中でそれ以上のものは検討していないよという話だったの

だけれども、そういう目線で見られるとましてやいま言ったように、ここで見るのだ、

ここできちんとした検証をするのだということであれば何となく理解はできるのだけ

れども、何かもやもやとしている状況の中では、そういう部分がとても気になります。

確かにアドバイザリー会議の中でいろいろ資料を持ち出して、「やったよ、やらないよ」

とやるのでしょうけれども、ここがそうすると決定権を持っているということですか。

私はやはり要するに、確たる組織というかそういうかたがもちろん有識者を含めて、「こ

こはいいね」と。いま言ったように、どこかの本部と違って錆も落とさないで塗装を

かけて「いいよね」とそれが恐ろしいですよね、逆に言うと。そういうことが実際に
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あるということであれば、やはり直したという前提はありますけれども、そういう部

分がどこで責任を持って検証をするのだと。それがちょっと具体的に出てこない。こ

のアドバイザリー会議が最終的に責任を持つということですか。

吉田委員長 町長。

大森町長 施設の責任者というのは、あくまでも事業主体者でございますので、いさ

りび鉄道が責任者になります。したがいまして、いさりび鉄道にいる職員、これから

増員になりますが、この中で基本的には全ての管理をすると。しかし、計測器だとか

を持っていない会社ですから、ＪＲ北海道に委託をすることもあります。さらには場

合によっては、このアドバイザリー会議が機能をはたす場合もあると思います。そう

いうことで様々な協力体制で、安全の確保をしていくということになります。責任は

あくまでもいさりび鉄道にありますので、その辺はしっかりと進めていくということ

で進めております。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 譲渡をした中では当然、いさりび鉄道さんが事業主体の主ですからそう

いうことになると思うのですけれども、それまでいわゆる譲渡するまでの手直し・改

修に関しては、もちろんいさりび鉄道さんがそれを直した段階で受けるわけですから

それ以前の確認・検証、それはどうなのということなのですけれども。

吉田委員長 町長。

大森町長 基本的には現状のまま引き継ぐというのが、この契約内容なのです。とこ

ろが、このまま引き継いでしまうと線路は全く青函トンネルの開業以降、直していな

いという現状もある。それは、会議の中で伝えてきた。しかし、北海道も函館市も北

斗市も誰一人線路の側に住んでいる人がいない。その中で、それは本当なのというこ

とでずっときた。これをずっと主張してきたのです。あとでこのまま引き継いだらお

金がかかるよということを引き継いだのをずっと言い続けてきたのですが、なかなか

理解をしていただけなかった。タイミングが良いと言っていいのか悪いと言っていい

のかわかりませんけれども、その中で町内で三つの貨物列車が2年間で事故を起こした

と。これではじめて委員の函館・北斗・北海道が、木古内の言っていることも間違い

でないかもしれないと改めて理解をしてくれた。その中で、今度はＪＲ北海道に対し

てものを言うようになってきた。やっとものを言うようになってきて、皆さん方のご

意見からも特に竹田副委員長からは随分たくさんのことをお尋ねいただきましたので、

それを一つひとつ会議の中で言ってきました。それがいまペンキ塗り立ても錆を落と

さないまま塗っているという指摘もありましたが、でも本来はそこまでやるというル

ールではないわけです、引き継ぎでは。でもこちらが何度も何度もお願いをしまして

北海道、そしていさりび鉄道、そして三セクの協議会、様々なところからＪＲ北海道

に対して要請をして今日にやってきたということでございまして、福田のほうからも

説明があったようにこの辺が本当に限界のところなので、あとは受けた中で整備をし

ていくということになるかと思います。

安全に関して申し上げますと、これまでＪＲ北海道が最終確認を終えましたので、

その書類をいただきました。この書類に基づいてこれから私達がより安全な走行を続

けていくということになります。
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吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 若干いまの部分と関連しますけれども福田課長、2ページの基本合意の

部分のその1・その2という合意内容の資料というのは、この中に添付していますか。

前に出していましたか。その中に、いま例えば新井田委員が言われたような事項とい

うのは含まれていないのですか。例えば検認・確認の方法をどうするだとかという基

本合意だから、ＪＲ北海道といさりび鉄道が交わした合意内容。以前にもらっている

のであれば、ちょっとあとで資料を探してみますけれども。そこで謳っていないとす

れば先ほど町長が答弁したように、現状を引き継ぐのだというのが原則みたいな部分

で、これはこれで今後またこの課題は残るかなというふうに思っています。

そのほかに2点、以前に三セクに移行後にいま裏にある跨線橋、歩道橋と言いますか

佐女川の公民館の下まで行く、元の議長のところから行く。あれについて撤去を含め

て三セク移行後に検討をするということだったのですけれども、ただ私は例えば移行

後になれば我々三セクの資産だからＪＲ北海道に委託をして高い工事費で撤去ではな

くて自賄いでできるのかなというふうに思っていたのですけれども、ただいま現状を

見ますと貨物列車が走っている。これはＪＲの関係からすれば、最終的にいま工事を

やっても三セクに移行後に跨線橋の撤去だとか工事をするにしても、やはりＪＲ委託

になるのかという部分。その確認を一つ、これはいますぐどうこうという問題ではな

いですから。

それからもう1点は、白鳥特急が19日で最終を迎えます。26日のいさりび鉄道、新幹

線のいろんな開業のセレモニーはいろいろ企画をしていますけれども、やはり木古内

町とすれば青函トンネル開通の思いで町もこういうふうになるというような部分は思

っていなくて、もっともっと多くの町民が期待をしていた青函トンネルの開通と言い

ますか開業だったのです。

そこで、最後のお別れセレモニー等についてどうなのかという部分を求めたいなと

思っています。というのは福田課長、1階と2階のフェンスに「レッツゴー入場券に乗

せて夢の新幹線」というモチーフ、看板。あれは、開業の時に町民の有志が開通の入

場券を500枚くらいを求めて、早く新幹線の開業に寄与したいということで入場券を求

めて、たまさか入場券を持って相談に来たのです。それで、そういうもので入場券を

とおして新幹線を託そうということでそういうものを作ったのですよね。あれには入

場券500枚を貼っています。新幹線の形をした部分で、そういう思い。そして、下のほ

うには入場券を求めた町民の有志のかたの名前も記載をしています。そういうことを

含めて、何かやはり特急の最後のセレモニーを何とかやるべきではないかなというふ

うに思うのですけれども、その辺はどうでしょう。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 まず1点目の跨線橋の扱いでございますが、これについては

まだ補修で維持するのか撤去するのかというようなことは、ちょっと私どももまだ周

知していないところでございますが、いさりび鉄道移行後、この跨線橋の扱いをどう

するかということになった時に、仮に撤去となればいさりび鉄道事業の営業後構内の

上空を工事しますので、これは鉄道事業者への委託工事ということになってまいりま

す。
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いさりび鉄道になれば価格も低くできるのかというようなことですが、これはいさ

りび鉄道は直営でできる体制にはなってございませんので、鉄道所有者であるいはい

さりび鉄道に相談の上、ＪＲ北海道なり関連会社なりに施工を委託するということに

なってまいろうかと思います。ですので、それほど大きな金額的にはメリットは生じ

てこないのかなというふうに思っております。

また、白鳥の最終便につきましてですが、これについては新幹線開業も控えている

という状況の最中、実施するということで、私どもとしましてはホームにおいて横断

幕等で最終列車をお見送りすると。これは特急ですので、木古内駅の停車時間が30秒

・40秒というようなことで、極めて短い中でございます。なので、それ以外のいろい

ろ運転手への花束贈呈とかというそういったセレモニーは、なかなかやりづらい部分

もありますので、どういった形でできるかというのは現在課内で調整・協議をしてい

るところですので、いずれにしても実施する方向で考えております。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 かつてもう10年ほど前に跨線橋の問題については、議論をしています。

三セク移行後に撤去の方向でということの話をその時点ではしていたのですけれど

も。ただ、いま課長が説明するように、まだ手直しをすれば使える施設。錆はだいぶ

ひどくなってきましたけれども、何年か前に横のなまこのあれについては一応張り替

えたりしているのですけれども、もしあのままで使うのであれば屋根の部分、雨が降

った時に傘を差さなければ渡れないような。そして、雨漏りがするということは冬に

なれば下が凍結するという部分ですから、町民の安全を踏まえてきちんとやはりお金

をかけてでも整備をして、その時期まで使うのだというそういう部分が大切なのかな

というふうに思っています。

もう1点、白鳥の最終セレモニーで運転手の花束だとか横断幕だとかそれはそれとし

ていいのです。我が木古内としての思いを含めたやはり町民を挙げて、「白鳥、ご苦労

さん」のそういうセレモニーを私はすべきなのかなというふうに思うのですけれども、

それには若干の予算もかかるのかなと思うのですけれども、やはり賑わいを持つよう

なそういうことを企画してもらいたい。だけれども、企画するとしてももう何日もな

いわけですから、いま決まっていないとやらないのかなという思いがあるのですけれ

ども、その辺これから例えば予算の捻出含めて、やる方向で検討していくということ

なのか、前段言われた横断幕程度で終わるというそういう思いなのか、その思いを一

つ。

（「関連」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 平野委員。

平野委員 竹田副委員長の質問にプラスしますけれども、運転手さんへの花束・横断

幕それは気持ちとしてやるということは当然いいのですが、つい数年前に江差線の廃

線になった時のイベントと言いますか鉄道マニアの方々の来町等の経済効果を計算は

されていないと思うのですけれども、ざっくりでも理解をしていると思います。

今回も白鳥が終わりということで、全国からマニアの方々が集結することが考えら

れます。それで、木古内町で白鳥のセレモニーをやるということをＰＲすることによ

って、例えば終着の函館だったり、途中の写真を撮るそれぞれの場所に行くのですけ
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れども、そういう方々を木古内町に呼び寄せるということも可能だと思うのです。そ

れによっての経済効果というのはかなりのものになると私は思っているので、竹田副

委員長の質問に合わせてやはりいまから時間がない、お金もどうするのだと難しい検

討材料がありますけれども、やるべきだと私は思いますので、その辺も踏まえて町長

も答弁の用意をしていらっしゃいますけれども、答弁に期待をしますのでお願いしま

す。

吉田委員長 町長。

大森町長 お二方からのお尋ねでございますが、期待のできる答弁はできません。い

ま新幹線の開業、そして道南いさりび鉄道の開業、こちらのほうに相当体力を使って

おりまして、住民の皆さん方が「自分達が中心になってやろうではないか」とこうい

う声でもあると行政のほうでもお手伝いはできますが、本当にお別れの横断幕で「お

疲れ様でした、ありがとうございました」ということ以外、いまできません。

ただ、どうしても昭和63年の3月10日を振り返ると私はよくわからないのですが、そ

の時に廃止になった列車は木古内町はどうしたのかなと。ご存じだったらお聞かせい

ただきたいのですが、やはりこれから来るものに対して賑やかにしていこうというこ

とが必要ではないかと思いますので、そちらには全力を挙げて対応していきたいと思

っております。

また、江差線廃止の経済効果ですとかこれからの経済効果は算出しておりませんの

で、ここではお答えできません。

先ほどの入場券の話を竹田副委員長がお話をされておりましたが、私はそれはよく

わからなかったものですから、お話を聞いていて自分なりに理解をしたのは、特急列

車が来ますよと。その中で入場券を買うということで、そのお金を何かセレモニーに

使ったということで、理解してよろしかったでしょうか。私から質問をするのは変な

のですけれども。そういうお金があればいさりび鉄道に使うべきではないかなと私は

思ったものですから。

これから迎入れる列車について、しっかりと準備をしていきたいと思いますので、

これについては現段階では横断幕程度で「お疲れ様、ありがとうございました」とい

う感謝の気持ちを述べるとそのように考えております。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 この時期になってセレモニーをというのも難しいなと思いましたが、でき

ないということなので現状の町場の考えはわかりました。その分、これから来る新幹

線に力を注ぐということですので。3月26日開業します、いかに木古内町は観光客ある

いはビジネスマンを木古内駅で乗り降りしていただくかとそれが最重要課題だと思い

ます。

私も先日新幹線の試乗会に乗せていただきまして、いま現在も日にちによっては多

くのかたが試乗をされていると思います。その方々から多く意見をいただくのは、新

函館北斗駅の進捗がちょっと進んでいないのではないかと、いわゆる何もないという

現状です。私も降りて見てきました。ここにいらっしゃる町長をはじめ、皆さんも新

函館北斗駅をもちろん見ていらっしゃると思いますけれども、レンタカー屋さんが1件

・2件・3件が決まっていて、それ以外のはほとんど決まっていないと。ホテルの建設
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の準備はしていますが、開通後1年後だということで、多くの乗られたかた、新函館北

斗駅を見られたかたの声が「函館で降りても何もない、これなら木古内で降りたほう

がいいね」と言う声が私自身はたくさん聞こえています。函館・北斗さんには申し訳

ないけれども、非常にチャンスだなと思っているわけでございます。

そこで、当然北海道新幹線を盛り上げるために函館・北斗とも連携しながら、当然

木古内も進めていくわけですから、「北斗にないから木古内に降りてください」という

発信は当然できません。ただ、「いさりび鉄道に乗ってください」というＰＲは、当然

ながら函館も北斗も共通事項でございますので、大いにこのいさりび鉄道の宣伝を合

わせて、この木古内の駅に乗り降りしてもらうという取り組みが必要だと思います。

そこで、ここにはいさりび鉄道株式会社としての企画・ＰＲが数ページにわたって

書いてはおりますが、我が町としてＰＲあるいは企画を開業後どのように考えている

のか。我が町独自です。先ほども申し上げましたが、これから関東から来られる皆様

方にいかに木古内駅で降りるとこのような施設があり、いさりび鉄道がありというＰ

Ｒをするかが課題だと思うのです。ＰＲはたくさんしても多いということはございま

せんので、どんどんどんどんするべきだと思いますので、そのように我が町独自の考

え方をお聞かせください。

吉田委員長 町長。

大森町長 我が町ということに限定しますと、発信力に問題がありますので、現在行

っているのは北海道の三セクの担当。いわゆる中尾さんが行ったポジションですが、

中尾さん、そしてその上には大内課長というかたがいらっしゃるのですが、こちらと

そして三セクの協議会。それといさりび鉄道、そして旅行社を巻き込んで、そして幾

つかの商品開発。きょうは、具体的には日本旅行さんのパンフレットの商品開発が出

ていますが、このように旅行社と連携を取った商品を幾つも開発しましょうというこ

とで、いま申し上げました4者になりますか。当町だけではなく、北海道、そして三セ

クの協議会、いさりび鉄道、それぞれが合同で様々な企画をするということで、その

中では木古内町に滞在をして、そこで楽しんでいただくというのが現段階では魅力の

ある一つの観光材料になっています。ただ、いずれ新函館北斗駅前も賑わいが出てき

ます。双方が賑わいを持つことによって、お互いが活性化を図っていけるということ

が一番望ましいわけですので、それに近づけるためにも函館・北斗を巻き込んだいろ

んな戦術をこれからやっていかなければならないですし、いまやっていることに満足

はしておりませんので、皆さん方の期待に添えるように十分努力をしてまいりたいと

思っております。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 最終のセレモニーは、改めては町長の答弁からすれば行わないと。横

断幕・花束等で終わると。それであれば、横断幕については3月に入ったらすぐかける

ようにしてください。

それとやはり当日、きょうで終わるという日にはまた別な言葉で感謝の「ありがと

う」と入れるのか「ご苦労さん」と入れるのかはわからないけれども、そういう部分

も木古内町としての思いを横断幕に託してきちんと。当日だけの横断幕をすればいい

のではなくて、そういう思いをいろいろ内部で検討して、これはお金がかかるわけで
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はないから、大いにやっていただきたいということを要望します。

吉田委員長 ほか。

又地委員。

又地委員 鉄道資産の譲渡の部分なのですけれども、「当初予定していた16億円程度と

なる見通しである」ということで結んでおりますけれども、見通しですのである意味

ではもっと安くなるのかなと私はそんな期待をしております。

これは、2月1日に道南いさりび鉄道の説明会があった中で、ちょっと要望を出した

のです。その要望というのは、道南いさりび鉄道を走る列車のトイレが和式なのだそ

うです。全車両。それで、「何とか洋式にできませんか」というお願いをいたしました。

そうしたら、返事が「2,000万円かかるからできない」ということなのだそうです。そ

の2,000万円がかかるというのは、旧車両全部を直しての2,000万円なのかどうかとい

う確認をしたい。2,000万円のお金がかかるということで、洋式に替えればだめだとい

うことであれば、いま話をした「当初予定していた16億円程度となる見通しである」

ということなので、2,000万円や3,000万円くらいまけてほしいと。まけてもらって和

式から洋式にトイレを直してほしいというのが私の本音なのです。それはなぜかと言

いますと、一番時間的に多く乗るのが木古内の人なのです。木古内から函館に乗る人。

例えば北斗だとか清川口だとかから乗る人方は、時間が少ないのです。せいぜい20分

かそのくらい。木古内から乗って函館まで行く人は1時間なのです。且つ、いま観光列

車「ながまれ号」の部分も考えると、和式のトイレというのは大変だろうと。お年寄

りのかたもきっと随分乗ってくれると思っているのです。あるいは、通勤・通学の子

ども達、通勤する大人の人方も利用するだろうと。そうすると、今時和式のトレイは

流行らない。私はある意味で、和式のトイレを洋式にするということは、子ども達に

対してもあるいは観光列車に乗ってくれる観光客の人方に対しても「おもてなしの心」

だと思うのです。だから町長、この辺少し頑張ってもらわないと困る。和式から洋式

にということで、何とか頑張って和式のトイレから洋式のトイレに改修してほしい。

その辺をもう少し強く訴えてください。それで、2,000万円云々の話は福田課長のほう

から説明をください。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 洋式への改修ということでございまして、いさりび鉄道に確

認をしたところ、これは改修費用は1両あたり2,000万円ということでございました。

これにつきましては、車両の改修は特殊な事業でございまして、設計段階から全て

やらなければならないと。圧縮した水を水洗方式で和式とはいえ流しているのですけ

れども、配管の交換、便座の交換、タンクの交換全て、あとは穴の大きさも変えなけ

ればならないということで、これは鉄道車両の保守をしておりますところに紹介した

ところ、そういった結果だったということでございました。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 1両あたり2,000万円、そうしたら9両だから1億8,000万円。私は簡単に便座、

いま和式の便座がありますよね。簡単に私は考えていて、便座を取り替えるだけでい

いだろうと。よく昔は和式のトイレに一般の民間のあれでも、おじいちゃんおばあち

ゃんが年を取ってきたと。和式のトイレがあれだからちょっとそうしたら座る椅子を
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作ってやろうかというような形で、済ませていた時期もあったのですよ。そのあとウ

オッシュレットが流行りだしたということなのだけれども、そんなに。それは課長、

見積書みたいなものを確認したのですか。私は、例えばいまは和式であってもペダル

を踏むと圧縮した水が出てきますよね。私はそれでいいと思っているのです。あとは、

便座のみ替えると用は足せるのではないかと私はそんなふうに考えていたのだけれど

も、随分あれですね。1両2,000万円と言ったら、観光列車は3,500万円です。道からあ

れしてもらったのが。ある意味では、あとちょっと足せば観光列車をもう1両買えるく

らいの。その辺は、何か信用できない。車両専門の例えば日立だとかそういうものの

見積もりではないのかなと、あるいは相談ではないのかなと思うのだけれども。民間

の下水道屋さんだとかというところに考えさせたほうがもっと簡単にいくのではない

のかなと思うけれども。私は何としても和式から洋式に、まして観光列車あるでしょ

う。観光列車もせっかく外装も函館山のラインもある。そして、中も道南スギでテー

ブルを云々とかと言っている中で、トイレが和式で随分苦労するなと。そんな思いを

描いているのですよ。だからもし、全車両ということになれば1億8,000万円もかかる

と。それが事実であるとすれば、せいぜい観光列車だけでもあるいは子ども達の通勤

・通学列車だけでも何とかできないものかなと。観光交流センターを建てる時に、町

民の総意として議会の総意として、「トイレだけは立派なものを作ろう」という経過も

あるのですよね。私はそれが「おもてなし」だと思ってきました。そんな中でやはり

観光列車、あるいは子ども達の通学・通勤列車の部分だけでもいいから、何とかなら

ないのかなというお願い事なのですけれども。町長、この辺少し協議会になるのか、

あるいはいさりび鉄道のほうになるのかわからないですけれども、その辺もう一度頑

張っていただきたい。お願いです。どうでしょうか。

吉田委員長 町長。

大森町長 極めて大事なことだと認識をいたします。いまの見積書の額の再度、確認

をすることがまず一つです。金額が本当に1両2,000万円なのかをもう一度確認をしま

す。その中で、安価で対応できるものであれば強く要請をしていきますし、また金額

が相当な金額ということになりますと、これは又地委員がお話をされたように、少な

い車両でも一つひとつ整備をしていくという方向を取らざるを得ないだろうと思いま

す。特に食事を伴う観光列車は、この1時間ちょっとの間飲み食いをするわけですから、

トイレを使う頻度というのは極めて高いと思います。確かに木古内から通う子ども達

だとかは、朝できるだけ水分を取らないでとか気を付けて乗ってはいるのだと思いま

すが、この自然現象だけは避けようがありませんので、できるだけ洋式化を図れるよ

うに努めていきたいというふうにいま思いました。ちょっとこの議論をしていなかっ

たものですから、はじめてうかがいましてそのように感じたところでございますので、

これから私のところでいきますと、担当課長が三セクの委員として出席しますし、私

のほうは取締役会だとか三セクの本体のほうの会議に出ますので、どこかで発言の機

会がありますが、その前に非公式でまずいさりび鉄道に話を聞いてみたいと思います。

吉田委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）
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（3）その他

吉田委員長 ないようなので、3番目のその他で皆さんから何かありましたら。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、少々時間が予定した時間を延長しましたが、以上をも

ちまして、第4回総合交通体系調査特別委員会を終了いたします。

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

畑中主査、加藤（隆）主査、中村主事

傍 聴：松台 祐吉

報 道：なし

総合交通体系調査特別委員会

委員長 吉 田 裕 幸


