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会議録                   平成 24 年 5 月 1 日（火） 場 所 3 階 第 5 研修室 

                            

会議名：第 5 回総合交通体系調査特別委員会 

出席委員：又地委員長、佐藤副委員長、福嶋委員、吉田委員、平野委員、竹田委員、 

     笠井委員、新井田委員、東出委員、岩館委員 

欠席委員： なし 

                                   会議時間  9:58～11:30 

                                                   事 務 局  山 本、近 藤 

    

会 議 次 第 

1．委員長挨拶 

又地委員長 皆さん、おはようございます。若干早いのですが、ただいまから、第 5 回総

合交通体系調査特別委員会を開催いたします。 

 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の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。本日の会議次第は皆さんのお手元に配布しております

とおりでございます。 

先に、10 日に町長の改選期が終わりまして、無投票当選で町長が当選されましたことを

大変嬉しく思いながらお祝い申し上げるところでございます。また、課の方々も少し変更

になっておりますけれども、そのことは明日臨時議会がありますし、町長の所信表明もあ

るようでございますので、その部分に関しましては、きょうこの委員会で割愛させていた

だきます。早速議事に入りたいと思います。 

 

2．調査事項 

（1）トレイン・オン・トレインに係わる情報収集と基地誘致に関すること  

（2）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 

又地委員長 調査事項の（1）番、トレイン・オン・トレインに係わる情報収集と基地誘致

に関すること及び（2）の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き

ましては、その後第 4 回等でいろいろ行政側から報告がありましたけれども、その後何か

変わったことがあるかどうかご報告願います。 

 町長。 

大森町長 皆様、おはようございます。この度は、委員長から 4 選の当選に対しましてお

祝いの言葉を頂戴いたしました。本当にありがとうございました。今後とも、皆様がたと

一緒に町の発展のために尽力を尽くしてまいりたいと思います。どうぞ今後ともよろしく

お願い申し上げます。 
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本日の調査事項の順に従いまして、私からいくつか申し上げまして、詳細につきまして

は、そののち担当から説明をさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

まず、トレイン・オン・トレインに係わる情報収集と基地誘致に関することにつきまし

ては、4 月 25 日に私の 4 選目就任挨拶ということで JR 北海道本社を訪ねております。そ

の際、同席されました小池社長、柿沼会長、坂本相談役 3 名のかたと同時にお会いするこ

とができました。その中でトレイン・オン・トレインにつきましては、これまでと同様に

当町の建川トンネル出口、ここが最有力地と認識を深めたところでございます。また、JR

北海道と当町の関係につきましても、「今後ともさまざまな面で連携を図っていきましょ

う」ということを確認してきたところでございます。 

カートレインにつきましては、「トレイン・オン・トレインの場所がそのまま基地とな

る」ということでございますので、特段具体的な話は進んでおりません。 

3 点目の並行在来線でございますが、こののち詳しくご説明を申し上げますが 4 月 18 日

に北海道と 3 自治体とが集まりまして、北海道から負担割合の説明があり、それにつきま

して各自治体からの意見交換が行われたところでございます。この中で、負担割合につき

まして北斗市、函館市につきましては、示された比率に対して厳しいとしながらも、鉄路

を残すという方向に大変前向きであった。一方、私どもにつきましては、3 者の協議の中

では、これ以上当町の負担割合を下げるということに大変厳しさを感じました。したがい

まして、当町の負担割合 22％を持って、鉄路を存続し住民の足を確保するという腹構えを

したところでございます。こののち、本日の議会の皆様の議論を経て、財政健全化に取り

組んで協力をいただいております住民の皆様、さらには職員の職員組合の皆様と十分意見

交換をし、最終判断をしたいと思っております。 

以上でございますので、詳細につきまして担当課より説明をさせたいと思います。 

又地委員長 ありがとうございます。町長のほうから 4 選目のあと、4 月 25 日 JR 本社の

ほうに出向いたということの報告があり、建川トンネル出口が最有力である旨の経過が実

際にどうかという、まだ未定でありますけれどもそんな印象を受けたと、大変希望の持て

る報告がありました。いまの町長からの報告の中で何か委員の皆さんございませんか。 

 吉田委員。 

吉田委員 4 番吉田です。いま町長のほうから詳しい説明がございました。今回の 4 月 25

日に JR 本社に伺ったときの受け方として好意的なのですけれども、JR 側としてこのカー

トレインの、もうあと 3 年ぐらいですか開業まで。切羽詰まっているので、この辺の話が

中身的な話が全くされていないので、それがいまできる状態なのかできない状態なのか。

もし、建川トンネル付近が有力であるという、この確信について、もしお話しできること

があれば、もう少し詳しく話をしていただきたいと。それから、そののちですけど、たぶ

ん、行政も議会もこれから活動していかなければならないのですけれども、この辺どうい

うふうに持って行ったらいいのかなということを、まだ手探り状態なのですよね。その辺、

まず行政の町長としての考え方を、もう一度このカートレインについては、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。 
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又地委員長 町長、これはこちら側の受けたという受けかたなのです。ですから、 JR さ

ん自体がどうなのかということが、まだ、やはり掴みきれないところがあると思うのです

けれども、支障のない範囲内でご答弁いただければと思います。 

町長。 

大森町長 吉田委員のお尋ねにお答えいたします。相当、30 分から 40 分くらいにあたり

ましての意見交換でございましたので、就任挨拶というよりもどちらかというと、中身に

突っ込んだお話が多かったのですが、具体的なお話も幾つかございましたが、 JR 北海道

として、それをまだ発表するとか、どこかにお知らせするという段階ではございませんで

したので、あえてこの部分を皆様がたにお伝えするということは、現在のところでは控え

させていただきたいと思います。あくまでも私の受けた印象でございます。また、そのの

ち、鉄道・運輸機構の局長ともお会いしておりますが、いま、最も進み具合の悪いのが、

事業主体者がまだ決まっていないというところのようでございます。北海道新幹線の事業

主体はどこかと言われますと鉄道・運輸機構になります。ではトレイン・オン・トレイン

の事業主体はどこかと言われますと、それは国土交通省でもなく、鉄道・運輸機構でもな

く、JR 北海道でもなく、そこがまだ決まっていないということを話されておりました。た

だ、JR 北海道はこれまでにもお話しているかと思いますが、現在、国に対して企業単独で

できる事業ではありませんので、資金的なものを要請しているというのは前にもお話した

とおりでございますが、事業主体がまだ決まっていないという事で、鉄道・運輸機構の局

長が「これからどういうふうになるのでしょうね」という心配をされていたということは

お伝えできると思います。 

又地委員長 吉田委員、よろしいですか。 

吉田委員 はい、いいです。 

又地委員長 他にございませんか。 

竹田委員。 

竹田委員 第 4 回のこの委員会の中で、このトレイン・オン・トレインの関係を今回町長

の明日の臨時会での所信表明の中でも、トレイン・オン・トレインの誘致に向けた取り組

みを進めていくということをきちんと明言しているわけです。前回の 4 回の交通体系の中

で、やはり誘致に向けた木古内町の腹構えを示すべきだということで、それはやはり看板

等で外に向けた PR をいち早く旗揚げすべきではないかという、そういう声も出ていたも

のですから、今回の所信表明と併せて、これに関連する予算が出てくるのかなと思ってみ

たのですが、今回予算計上はないのですね。この誘致の看板の設置費用は見ていないとい

うことですね。ですから、今回のこの第 5 回の交通体系の議論の中で、今後看板等の設置

を考えていくのかどうか、やはり 1 日でも早く、もし腹構えを決めたのであれば、早くや

るべきだと、そのように思います。その辺の見解についてお願いします。 

又地委員長 町長。 

大森町長 このトレイン・オン・トレインの誘致につきましては、いま始まったわけでは

なく、議員もご承知のとおり 2 年 3 年前から一歩一歩着実に協議をしてきた事でございま

して、それによって看板が早急に必要かとか、そういったことについては、それが全て効

果につながるという事ではありませんが、必要であることは確かだと思います。先ほども

ふれましたが、多くは申しませんが、「今後とも JR 北海道と連携を取った中で、進めて行



 4 

きましょう」ということを確認いたしましたので、その中で様々な展開をしてまいります

ので、ご理解いただきたいと思います。 

又地委員長 竹田委員。 

竹田委員 なぜこの看板どうこうという事を強調するかと言えば、もうすでに町長も承知

かと思いますが、隣町知内町では、カートレイン及びトレイン・オン・トレインの誘致運

動を展開しているという状況もあるものですから、ただ 4 月の 25 日に JR 本社に訪問した

際の感触とすれば、木古内が最優先だというそういう安堵感だけでいるのではなく、やは

り攻めるそういう一つの手法も必要だろうというふうに思うものですから、その辺につい

ては十分内部で検討して早く何らかの看板がいいのか、ポスターがいいのかという部分も

含めて、内部検討して早く明らかにしていただきたいと要望で止めます。 

又地委員長 他にございませんか。 

平野委員。 

平野委員 いま町長は（3）番にも触れましたけれども、この後担当から詳しくはあるので

すね。では（2）番について、前回の 4 回の総合交通体系委員会の時に、青森側と協議会を

作るという話を聞いた記憶がありまして、前回 1 月の開催だったのですけれども、2 月中

にでも説明して 3 月に立ち上げるという話を聞いた記憶があるのですが、ここの年間スケ

ジュールにも共同で意見交換会等は載っておりますけれども、協議会の部分については、

進捗状況というかどのようになっているかお知らせください。 

又地委員長 中尾さん。 

中尾室長 新幹線室長の中尾でございます。着任早々、間もないわけでございますが、前

任のまちづくり新幹線課長のほうから引き継いだ話によりますと、2 月に外ヶ浜を訪問し

まして、いろいろ意見交換をさせていただいたと、その中で外ヶ浜側にも情報がなかなか

入ってこないということもあって、当面はその情報共有から始めて行こうという話を聞い

ているということで伺っております。それで今後 、JR 北海道ないし国の進め方、この事

業に対する展開に対する情報収集も踏まえまして、どういう形で青森側と適切に連携して

いくか検討してまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。 

又地委員長 青森県側のほうは、外ケ浜町さんなのか、あるいは今別町さんなのか。県そ

のものがあまり表現的にちょっと悪いのですが、トレイン・オン・トレインに関しての調

査研究等があまり進んでいないという現状があるようです。そんな中で、外ケ浜町さんな

り今別町さんに前高谷課長が行って、あるいは担当部署の阿部君が行ったのですか。スラ

イドをお見せした経過があるようですが、これは行政サイドで協議会を早く立ち上げると

いうことのようだったのですけれども、その青森県側とどのような形で共同歩調を合わせ

るかという事に関しては、やはり協議会の立ち上げが必要でないのかなと、そんなふうに

思います。このあと、平成 24 年度のトレイン・オン・トレインの活動事業年間スケジュー

ルの部分に関しても説明があると思いますけれども、どのような形で、北海道 JR さんの

ほうに歩調を合わせて陳情に行く、あるいは表敬訪問なり視察に行くかということは、こ

れは一つの大きな課題だなと。それで、うちだけが例えばトレイン・オン・トレインのこ

の活動事業をそれなりの予算をつけて 1 人で進むよりも、やはり足並みをそろえて進むほ

うが、効果はあることは十分わかってもらえるだろうとそんなふうに思っているのですけ

れども、協議会の部分に関してはどのようなあれでいるのか。 
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それで、2 ページの活動年間スケジュールの中に新幹線の建設促進木古内町期成会との

連携の活動という文言も入っているのです。ですから、この期成会との連携等も多分考え

られるのではないのかなと。その辺も一緒にした中で今後どのように進めていくのかとい

うその何かあれば、意見を聞きたいと思います。もし、まだ手をつけていないというので

あれば、それはそれで仕方ないと思うのですが、ただ高谷課長が、私たちこの委員会に報

告してあるのは、その協議会の立ち上げを急ぎたいというような事でありましたので、そ

の辺をどうするのかなと。 

中尾室長。 

中尾室長 先ほど町長のほうからもご説明申し上げましたとおり、本件につきましては JR 

北海道との緊密な連携を踏まえた上で活動していくことが重要と考えてございます。それ

で、2 月に訪問して以来、国の予算もつきまして、今後の進め方をどうするという状況の

変化等もあったかもしれません。それも含めまして、一つの JR 北海道側ときちんと今後

の進めかたについて意見交換を図った上で、協議会という形がいいのか、それともほかの

連携方法があるのかということも含めまして、手法につきましては改めてこれから検討し

ていきたいというふうに考えている状況でございます。それから、民間との連携でござい

ますが、これもまだ内々に期成会の役員のかたとご相談をしているところでございますが、

今後その期成会の会則に正式にこのトレイン・オン・トレインの基地建設促進ということ

を、会則にきちんと踏まえた上で、期成会としても民間サイドの盛り上げを図っていただ

くというような展開を内々に相談しているというところでございます。以上でございます。 

又地委員長 委員の皆さん何かございませんか。なければせっかく 24 年度の活動事業年間

スケジュールが出されましたので、このことについて説明を受けながら質疑をしたいなと

そのように思います。6 月中旬、7 月中旬、2 ページ目ですね、8 月下旬、10 月中旬という

ふうにあるのですが、ある意味では 6 月は定例議会があるという中で、この辺の説明をい

ただきたいなと思います。 

中尾室長。 

中尾室長 それでは、これまでの説明と一部重複するところがあるかと思いますが、資料

に沿ってご説明を差し上げます。 

資料の 1 ページ目、ここには鉄道局関係の予算決定概要が示されてございます。この中

身につきましては、皆様ご承知のことかと思いますが、今年度予算におきまして、青函共

用走行区間貨物列車等の走行方式に関する検討調査ということで 8 千万円の内数と予算計

上が行われまして、今後、国において具体的にこの調査をどこかの自治体に発注をして研

究が行われていくという状況でございます。ただ、その事業主体はまだ未定という状況だ

と思います。当町におきましてはこれまでにも議会の皆様、そして私ども行政とが一体と

なってトレイン・オン・トレインの推進に向けた活動を繰り広げて来たわけでございます

が、こういった動きを機に、改めて取り組みを加速させて行く必要があるのではないかと

いう視点で、現時点で事務方で考えている活動イメージというものを、2 ページに示しま

した。もちろんこれは現段階での案でございますので、時期的な問題につきましてはこれ

からまた変動があろうかと思いますが、ご説明を申し上げます。まず、6 月中旬を目処に

札幌の JR 北海道本社に向かいまして、現時点での情報収集あるいは今後の進めかたに関

する意見交換を行います。続きまして、概算要求前、仮に概ね 7 月中旬ということで書い
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てございますが、来年度以降もこのトレイン・オン・トレイン構想の実現に向けた事業が

着実に推進されるよう中央要望を行いたいというふうに思ってございます。続きまして、

今後の新しい基軸としまして、対岸の青森県側との連携強化ということを考えてございま

す。まず、8 月下旬に青森県側の自治体を訪問し、今後、双方が一体となってこのトレイ

ン・オン・トレイン構想の実現に向けて協力し合うということを確認をすると。その上で

10 月中旬には、青森県側と一体となって JR 北海道を訪問するという流れをもくろんでい

るところでございます。これは相手方もあることでございますので、あくまでも私どもと

しての案でございますが、こういった流れで進みたいというのが現時点の考えでございま

す。一方で、先ほどもご説明しましたとおり、今後、議会や行政のみならず、民間サイド

における盛り上がりを図っていく必要もございます。そういった視点から現在、期成会と

の連携した活動を展開することについて、期成会サイドと調整を行っているところでござ

いまして、今後三役会や総会を経たうえで、この辺の具体化を図ってまいりたいというふ

うに考えてございます。以上でございます。 

又地委員長 1 ページ 2 ページ目の説明をいただきました。委員の皆さん何かございませ

んか。平野委員。 

平野委員 先ほどの話とダブるのですけれども、いまの中尾室長の先ほどの説明でも、JR 

側との綿密な話し合いの中で進めていくのが大事だと、それは確かにそのとおりだと思い

ます。ただ、先ほどの看板の件と内容はダブるのですけれども、外への発信という意味で、

やはり町民の皆さんもトレイン・オン・トレインに取り組んでいるのか分らないという声

も多数聞く中で、1 月の 4 回目の交通体系の委員会では、協議会を立ち上げるということ

で、ようやく目に見える取り組みができるなと。町民に聞かれた時にも「青森側との協議

会を開いて、いまいろいろ説明を聞いた中で進めているのです」という僕らも町民に説明

できると思うのです。ですからこの 8 月から青森側との準備を行っていくための情報共有

等を意見交換会、これは協議会を結成後でも僕は良いのかなと思うので、ぜひ協議会の立

ち上げを早急に進めていただけることを希望いたします。 

又地委員長 平野委員、このトレイン・オン・トレインの誘致に関しては、例えばこの委

員会が先走りしてもだめなのです。あるいは行政だけがドーンと行ってということもだめ

ですし、ある意味では行政とこの委員会が歩調を合わせる中で進めていかないとだめな事

だと思うのです。それで、先ほども看板の PR 看板のことでありましたけれども、 PR 看

板を例えば設置する。あるいは私は前から町民総ぐるみ運動を早く展開したらどうかとい

うことも一般質問等でもぶつけているのですが、それはやはり行政のある意味では判断が

どうなのかということをこの委員会でも見極めなければだめだと思うのです。ですから、 

「PR 看板を立てれ立てれと」、立てることが果して本来あるトレイン・オン・トレインの

基地誘致にプラスになるのかどうかということをこれは、十分この委員会と行政側といろ

いろ議論した中でやっていかないとだめな事ではないのかなと私は思っているのですけれ

ども、 PR 看板云々あるいは協議会云々のことで再度ありましたけれども、その辺、いか

がでしょうか。 

笠井委員。 

笠井委員 隣町は土地を無償でやるというのです。では木古内何を遠慮しているのですか。

バンバン行かなければならないでしょう。看板から何からここにいる間、みんな安心して
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います。それでなくても木古内に来るような言い方です。でも、私はそのように全然思っ

ていません。 JR と隣町、土地を提供するというのなら私はそっちに行く可能性はない訳

ではないです。何も遠慮することはないです。木古内としてやれることは大いにやってい

くべきだと思います。 

又地委員長 そのような意見もある中で、新井田委員。 

新井田委員  関連ですけれども、先ほどから行政の言いかたを聞きますと、非常にいわゆ

るもやもや感があると。どうしてその町民、先ほど委員長のほうから町民を巻き込んでい

かなければだめだよと、この会でもやはりその辺はきちんとお互いの意識を共通した中で

進まなければいけないよという話が出ましたけれども、まさにその通りだと思います。い

まの状況ですと、行政が水面下で動いているなと非常にわかるのです。「こういう運びにな

っていますよ」というのはわかるのですけれども、それはいままでの流れを見てきてもそ

ういう動きはいままであったわけです。先ほど町長からもお話があったように 2 年も 3 年

も前からこういう話をいただいて、それは順序はあると思うのですけれども、そういう中

で、いまこういう中である程度方向性が見えた中でも、何か一般の町民、住民のかたに意

識を高めるような報告、あるいは情報提供ができないという、そういう何か懸念が私は感

じています。それは、なぜなのだろうか。それは、同僚議員がおっしゃったように隣町の

そういう動きをある程度重視されているのかなと。それはそれでやむを得ない部分がある

のだろうと思うのですが、どうも看板がいいのではなくて、何かを我々町民に対して意識

付けするための、いわゆる気持ちを盛り上げるための行政としての何かやりかたがあるの

ではないかと、そのように思うのですけれども、その辺がどうもやっていることはわから

ないわけではないのですが、どうも一丸となってくるような体制づくりをしていないので

はないかという気はします。以上です。 

又地委員長 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 10:27 

再開 10:32 

 

又地委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

中尾室長。 

中尾室長 まさに単に議会、行政のみならず町全体でこう盛り上げを図っていくというと

ころが大変重要だというふうに考えてございます。ここにも書きましたとおり、期成会と

連携した活動をという事をこれから進めていかなければいけないと。具体的な中身につき

ましては、まだその会と相談をしている状況でございますので、この場で具体的に何がと

いうことは申し上げる段階ではないのですが、いずれにしても町内における盛り上がりを

促していくような形で、何らかの動きは取って行きたいというふうに行政としても認識し

てございます。以上でございます。 

又地委員長 他にございませんか。 

佐藤委員。 

佐藤委員 冒頭町長のほうから「まだ事業主体が決まっていない」というようなお話がご

ざいました。だとすればこの事業主体が決まってから、こういう委員会が動いたほうがい
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いのか。その事業主体というのは、いつ頃見通しを立てているのですか。その辺ちょっと

お願いします。 

又地委員長 町長。 

大森町長 鉄道・運輸機構の北海道局長の見解でございまして、「まだ事業主体が決まって

いない中で大変ですね」というお言葉でございましたので、特段、事業主体が決まる、決

まらない、このことによって要請行動を制限するのではございませんので、これは全く問

題ないというふうに理解していただければと思います。 

又地委員長 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

又地委員長 ありませんか。ないようですのでトレイン・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は、これで審議を終了いたします。 

 

 （3）並行在来線の取扱いに関すること 

又地委員長   次に（3）番の並行在来線の取り扱いに関することについてを議題といたし

ます。 

 新井田課長。 

新井田課長 それでは、江差線を鉄道方式とする場合における負担割合について私のほう

から概要をご説明申し上げます。これにつきましては、過日、冒頭に町長のほうからもご

説明しましたけれども、4 月 18 日に町長、それから関係自治体で協議されたということを

踏まえまして、木古内町の対応について、それと本日追加の資料としてお渡ししました平

成 32 年までの当町の財政見込みということでご説明を申し上げます。 

まず 1 番目として、北海道と沿線自治体の間の負担割合についてということで、これに

つきましては平成 24 年の 2 月 14 日に開催されました第 8 回の北海道道南地域並行在来線

対策協議会において、（1）として、北海道と沿線自治体の割合については 8 対 2 とする。

（2）として負担の割合の考えかたにつきましては、他県の事例を参考としながらも、道の

財政状況も考慮した。それから初期投資、設備更新等については、その大半を県が負担す

る一方、沿線自治体も一定の割合で負担しているという方式の鹿児島県、熊本県の例を参

考としたと。運行赤字につきましては、他県は 60％から 85％までの間で様々な割合で負担

している状況ですが、これらの概ね平均を目安としたと、こういう内容でございます。こ

れによる具体的な沿線自治体間の負担割合については、具体的に 4 月 18 日の会議において

示されました。まず函館市が全体、3 自治体の割合の 22％、北斗市が 56％、木古内町が 22％

でございます。負担割合の考えかたとしては一番下段にあります 4 つでございます。他県

における算定要素を参考としました。それから江差線の利用実態などを基本といたしてお

ります。それから、江差線に新幹線によるメリット、税収などを加味した内容となってお

ります。それと上記 3 点以外に、人口割、財政規模や財政力指数を算定の要素としてござ

います。 

次のページをお開きください。こういう考えかたのもとに北海道と沿線自治体の負担割

合については次のようになってございます。北海道が全体の 80％、函館市が全体の 4.4％、

北斗市が全体の 11.2％、木古内町が全体の 4.4％という事でございます。これらに対して

当町の対応についてということでございますけれども、北海道から示された負担割合につ
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いては、2 市とも厳しい負担としながらも、鉄路の存続に積極的であり、これを受け入れ

る考えかたであることから、これ以上当町の負担軽減を難しいと判断をいたしました。し

たがって、22％は木古内町に取って非常に重い負担ではありますが、財源確保に努め鉄路

存続に住民の足の確保に当たってまいりたいと考えております。今後は、本日の皆さんの

議論を経て財政健全化計画にご協力をいただいている住民、あるいは職員との意見交換を

行い、最終的な首長としての判断をして行きたいということでございます。 

今後のスケジュールといたしまして、参考でございますが、この後、当月中に第 9 回の

協議会を開催する予定となっております。その席で事業形態、道と沿線自治体の負担割合

の正式な決定がなされる予定になっております。それで本年度、24 年度の 3 月に第 3 セク

ターの鉄道会社設立に向けた基本方針の策定、そして 25 年度、26 年度、27 年度で新幹線

開業と同時に、3 セクの鉄道の運行と、こういうふうな予定になってございます。 

次に、1 枚のペーパーで追加でお渡ししました資料についてご説明をいたします。以上

のような内容で木古内町が 22％の負担をした場合ということでございます。表の上から 3

段目に現在、平成 23 年度末のそれぞれの年度ごとの木古内町の基金の残高を示してござい

ます。26 年度末では 10 億 3,700 万円、最終的に 32 年度では 2 億 8,000 万円が基金として

残るというふうな現在の試算でございます。これを今回の 22％負担した場合にどのような

形になるかという表でございます。平成 26 年度から負担が始まりまして、平成 26 年度で

は約 650 万円。平成 27 年度では、2,350 万円、これは初期投資の分が多額にかかるという

ことでございます。それから、28 年度から 32 年度まで 130 万円、320 万円、340 万円、340

万円、330 万円というふうな、おおよその負担目安となります。そして、一番下段は最終

的な木古内町の負担後の基金残高ということで、平成 26 年度では 10 億 3,050 万円、最終

32 年度では 2 億 3,540 万円となってございます。それから右側の部分につきましては、負

担額の累計が 10 年間では、6,640 万円、これを平均しますと 1 年間 664 万円の負担でござ

います。これを 30 年の累計といたしますと、2 億 2,700 万円 30 年間の平均負担額で申し

ますと、約 756 万 7,000 円の負担が生じると、こういうふうな内訳になってございます。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

又地委員長 課長の説明が終わりました。質疑を受けます。竹田委員。 

竹田委員 いま説明をいただきました。前回の委員会の中でも財政のシミュレーションを

示してくれるというのが今回出て来ました。これでは、32 年までの木古内町の財政も大丈

夫なのだという部分が確認されました。ただ、函館市と同率 22％というのは、町長、本当

にこれでいいのですか。というのは、この 3 ページの算定内訳の中で負担割合の考え方の

中で新幹線によるメリット税収増等を加味した、この部分で、この新幹線の割合から行き

ますと、函館市はゼロなのです。北斗市と木古内町で折半しなければならないという状況。

3 者でやはり負担するというのが原則だと思うのです。これがなければ、大分木古内町の

負担は軽減されるのかなという。なぜ、この新幹線の税収のメリットをこの負担割合に踏

襲したのか、まずそこの考えをお聞かせください。 

又地委員長 町長。 

大森町長 それぞれの負担割合の答えを出すためには算式がありますが、算式はどんなふ

うにでもつくれます。この中で、私の捉えた印象では、答えを出してから式ができたのだ

ろうと。ですから、こんな形になって様々なところに疑問点が生まれるのだろうと、この
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ような印象を受けております。そしてこの数字は、私どものほうに相談なく新聞紙上に出

ましたので、このたびの協議会にあたりましてもほかの 2 市は「これでいいよ」と「OK」

と。そうすると、私どものほうで、いくらそれに対して「もう少し下げて欲しい」という

意見を言ったとしても、それぞれの自治体には理解があって住民がいるわけですから、こ

うした中でそれを変更するということは難しいだろうと。下げるという事は、これは OK

しても、私どもが下げるという事はどこかが上がるということで、それは理解が得られな

いだろうということが最終判断になったところでございます。このいまお尋ねにあった新

幹線割函館はゼロだと、これもいろいろなものがあります。例えば鉄路の長さ、駅の数、

入れればきりがない。きりがないけれども、答えがこういうふうに求めてしまってから私

は式を作ったのだろうと、自分なりに判断しましたので、残念ながら一つひとつについて

は質問をしておりません。 

又地委員長 竹田委員。 

竹田委員 負担割合のこの考えかたを、これを決めた時に当然、「木古内町さん、こういう

例えば新幹線も含めますよ」というそういう協議のもとで、これが決まったというふうに

捉えたものですから、それであればなぜここで抵抗しなかったのかなという、そういう思

いがあってちょっとコメントしたのですが、そういう部分で答えが先で、内容については、

あとからついて来たものとして、それで最終的にこれ以上の負担軽減は厳しい、難しいと

いうそういう判断のもとで 22％を受けたと。その裏付けとしての財政のシミュレーション

も整えましたということだと思います。ただ、4 回の交通体系の中で示していました初期

投資の中で、「列車車両については中古車両で運行する」という、そういう説明を受けまし

た。それで、この初期投資の金額がこういう金額になるのだと。それで前回求めたのです

けれども、中古車両とそれと新車で導入した場合との対比、比較するようなもの耐用年数

を含めてそれを出してくれと言っていたのですが、それが出て来ていない。それとそのこ

とによって、運賃がどうなのかという。30％くらいのアップになるだろうということ等も

前回から言われています。それと最近、JR の列車事故が多い。先般も釜谷地区で貨物の脱

線事故等そういう場合の対応だとか、このシミュレーションはマックスで見込んでいるの

か、当初あれした部分で、これ以上の財源負担が出て来ないということのマックスなのか、

その辺、もし、こういうトラブルがあった場合の費用だとかいろいろなことが出てくれば、

また、プラスの財政の負担が伴うのだということなのか、いろいろな事を町民とお話する

ときに、「こうなった場合は、こうなります」という部分を示していかなければならないと

思います。その辺も含めて、説明願います。 

又地委員長 町長。 

大森町長 まず 1 点目は、負担割合の答えがありきでこの物事が進んだということは私が

思っているだけでそうではありませんので、私が思っているだけでございます。決してそ

れは北海道がそうだという事ではなく、私がそう感じたということでございますので、そ

れだけは間違えないで認識してください。それから、この負担割合は、函館市と北斗市は

北海道に作ってくれと求めております。私は「その必要はないと、3 自治体で協議する」

ということでお話をしておりました。それで札幌に行った時に、新幹線の局長にご挨拶に

伺って、その時に北海道は 3 ついま示されているパターンのほかに、2 つ作っておりまし

た。それは当町がもっと低いものと、当町がもっと高いもの、この 3 通りがありましたが、



 11 

実際に外に出たのは、この真ん中にあったやつです。そこで、見させてもらったのですけ

れども、函館、北斗市から要請があったということで、私は、「こんなのは必要ない」でも、

「この、一番木古内町が少ない、これだったら非常に住民説明しやすいね」ということで

それは返してきました。ですから私は「いらない」と言ったのですが、それから何日か後

に新聞紙面にポーンとこの数字が出た。出てしまったらもう変えようがないというのは、

これは誰もがわかる話で、我々の町の立場としても、この紙面に出てしまって、住民が木

古内は 22％だと、そうすると決定がそれ以上になったら、当然なぜという話になります。

少なくなるのでしたらよく頑張ったとこういうふうになりますので、この 2 市の状況を考

えますと、この金額でそれぞれの自治体の負担は重いけれども鉄路残すことに積極的だと

いうお話をいただく中では当町のこの 22％で、決定ではありません。「22％で持ち帰る」

ということにしてあります。それで、「22％で検討させてください」ということで帰ってま

いりましたので、決定はしておりません。皆様がたとの議論の中で、財政の収支計画にそ

れを落として住民の皆さん、そして職員の皆さんに十分意見交換を図ったうえで最終結論

を図るという事でございますので、万が一これだけの負担が当町にとって非常に重いもの

がある。「バスだったらいくらなの」と聞かれた時には、「バスだったら負担はゼロです」

という答えになりますので、ゼロということではないのですが、バスのターミナルを作る

とか、いろいろな初期の投資はありますが、極めてランニングコストとしてはゼロに近い、

そういうことを考えた場合に、本当にこの金額でいいかどうかということもありますので、

まだまだ最終結論ではございませんが、私は一定の方向として、鉄路を残したいと。それ

は将来に向けたトレイン・オン・トレインだとか様々な JR 北海道との関係を考慮する。

そしてまた、北海道があえて厳しい財政の中で 8 割を負担したと、ここも大きく評価をし

なければならないし、北海道とのこれからの他の事業との緊密な関係を維持していくため

にも、ここだけで判断はできないという思いでございます。それから JR での事故等が、

もし第 3 セクターになって同じような事故が発生した場合というのは、このシミュレーシ

ョンの中には含まれておりません。したがいまして、私は「様々な事故があったり、がけ

崩れの危険性もある地域なので、用意ドンの段階から基金等でそれを確保していく必要が

あるだろう」ということを北海道に強く言ってまいりましたが、残念ながら北海道では、

その資金を考えるとまた自治体の負担が増えますので、当初の中には、シミュレーション

としては入れていないという事でございます。ですから、有事の際の負担、これは新たに

かかるという。その時の負担割合は、きょうここでお示しした当町の 4.4％というような

負担になります。このほかについて担当課長から説明をいたします。 

又地委員長 新井田課長。 

新井田課長 それでは今回のシミュレーションにあたりましてどのような料金設定をした

のかという事でございますが、これにつきましては、概ね現在の料金から 3 割アップとい

う事で計算をしております。これは他県の先行事例を見ますと概ねそのぐらいの現実的な

数字となって表れていることから、そういう額を参考としたということでございます。以

上でございます。 

又地委員長 竹田委員、中古車両云々だとかということがありましたね、竹田委員から。

その辺は 4 回目の時に、いろいろ説明を受けているのですよね。このあたりは変更はござ

いませんか。大森町長。 
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大森町長 はい、変更ありません。 

又地委員長 他にございませんか。 

竹田委員。 

竹田委員 「初期投資は中古車両で運行しますよ」と、ですから、それはそれでいいので

す。ただ、中古車両と新車を導入した場合の耐用年数だとかいろいろありますね。いま僕

が心配するのは、今回の貨物の釜谷での脱線ではないですけれども、中古を入れてすぐト

ラブル、脱線だとかするような車両だったら困るという事で、それで耐用年数等、価格と

耐用年数を比較してどうなのだという、長期的な展望に立った視点で検討すべきでないか

というような思いでその辺の確認をというような事で前回求めているものですから、それ

を答えてもらえれば。 

又地委員長 新井田課長。 

新井田課長 ただいまの新車両と中古車両の関係でございますが、担当のほうに確認をし

ましたら一応この試算につきましては、道のほうですべて行っておりまして、道のほうに

一応そういう内容を問い合わせしているのですが、まだその答えが返って来ていないとい

う状況なものですから、今後さらに問い合わせをしまして答えが来次第ご報告したいと思

います。 

又地委員長 よろしいですか。他にございませんか。 

吉田委員。 

吉田委員 先ほどの竹田委員のほうからの質問にも関連するのですが、幸か不幸かわかり

ませんが、釜谷で起きた脱輪事故ですよね。それで僕もいま現状どのようになっているの

かなと思って JR のほうで考えたら、車両に欠陥がある場合と線路に欠陥がある場合が違

うのですよね。今回は釜谷構内でしたので民家もあると、もしそこで脱線、転覆になった

場合、巻き込むという可能性もありますよね。その辺ですごく心配していたのですが、線

路に当然原因があったとすると、いま線路を所有している側の負担になる。そして、車両

に今回貨物でしたので車軸のほうに、もし原因があるという場合は、 JR 貨物に負担がい

くという話なのです。その辺で、その辺の話が、話を聞いていると詳しく言っていないの

で、これから詰めていくのかなと思うのですが、すごいこれは大事な事なのです。今回が

教訓になると思うのです。これから 3 セクになった場合にその時にどうして行ったらいい

のかということがはっきりわかりません。それで先ほど竹田委員が言っていた客車につい

ては新車にするのか中古にするのか。ただ、JR の貨物にはこれはこちらからどうのこうの

ということはできないですよね。その辺で車両が古い車両も多分あるのですよ。これから

こういう可能性も確かに、大きくなってくるとその対応の仕方、僕らもその中身について

それは保険で賄えるのか。先ほど町長の答弁の中に基金を積立て云々とありました。確か

にその想定していない事故に対しての基金を積み立てるのか保険があるのか。その辺の調

査をこれからたぶん事務方がやると思うのですけれども、もしわかる範囲内で、その辺の

ことがあれば、答弁をお願いします。 

又地委員長 わかりますか。町長。 

大森町長 保険につきましては、いま私のほうでは承知しておりませんが、これまでも協

議会の中で何度も北海道側に要望したのは、極めて路盤が良くない路線なので、この路盤

の状態で、三セクが引き受けることは、将来に渡って費用負担があると。ですから、新た
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にきちんとを整備したところで引き受けるべきだということは強く話しております。これ

の大きな証明されるのは、北海道新幹線の用地を買収という形で、住民説明に当町の担当

者が歩いた時に、「新幹線ってうるさいのでしょう」「新幹線は静かですよ。いまの在来線

よりずっと静かですよ」という説明をしました。その時に、いまこの貨物、当初はうるさ

さをそんなに感じなかったけれども、いまものすごい線路がうるさいと、特に夜中の貨物

列車がうるさいと、こういう声がたくさんありました。これはこれまで JR 北海道がどう

いう理由かわかりませんが、路盤整備をほとんどしていなかったと。昭和 63 年の 3 月にこ

の路線が津軽海峡線になって、それ以降整備らしい整備という事はほとんどしていないわ

けです。それまでの国鉄は毎日のように路盤整備をしていました。ところが、いまは整備

がされていない状況にあるというのははっきりしています。ですから、あれだけの重い貨

物列車が 1 日に 50 本も走るわけですから。そうすると路盤は傷んでいるとだから「うるさ

い」という声があります。これを北海道に伝えて北海道に対して、「このまま引き受けるの

は危険である。ですから整備をした状態で引き受けましょう」ということは何度もお話し

ております。まだ最終的に JR 北海道とどのような協議がされているか答えはありません

が、このように吉田委員がおっしゃるようにいまの路盤では非常に不安な気持ちが多いで

す。車両だけに欠陥がある場合と、いまお話のようにその線路にも路盤にも欠陥がある場

合がありますので、これは引き受ける前に JR 北海道にきちんと整備をしていただくか、

あるいは整備を受けた、運行までに時間がありますので、そのあたりでお金でもらうのか。

どちらにしても我々が負担せずに路盤を良い状態で引き受けたいと。もし受ける場合です

が、後は先ほどの竹田委員の車両につきましても、これから十分確認するところで確認し

たいと思っております。 

又地委員長 吉田委員。 

吉田委員 いま町長のほうから答弁をもらいました。大変いい答弁だったなと思います。

その辺住民の安全を確保するというのが一番の名目になります。それで将来的にも先ほど

からカートレイン、その辺の含みもありますので、もしできるのであれば、いまのうちに

この整備を、そしていま教訓にして、いま事故が当然起きておりますので、その辺のこと

も加味しながらこれから協議会で多分話し合っていただけるものだと信じておりますので、

この辺しっかりやっていただきたいと思います。要望で終わります。 

又地委員長 他にございませんか。東出委員。 

東出委員 先ほど負担割合の部分で町長の答弁を聞いておりますと、まだ最終的には決定

されているわけではないけれども、時間も迫っておりますよね。ただ、どうなのでしょう

ね。もう一押し町長も踏ん張って、できれば私が数字にこだわっているのは、函館市も木

古内も同等の負担割合をしなければならないというのですが、現実、鉄路の長さからから

いったら、うちもそのくらいになるのかなと、私はそう思うのですけれども。ごく一般的

に考えて、かたや 28 万人の人口を抱えた函館市、かたや木古内は来月になったら 5,000

人を切るのではないかというくらい 4,000 人代に落ちてしまうかもしれないという、そう

いう町と町の大きさ、自治体への規模を考えると、私はもう 2％、20 まで私はやったほう

がいいのではないのかという気がするのです。大して微々たる金額ではないけれども 2％

くらいですから。ただ、一町民が見たにしても、捉えかた、さすがやはり町長ここで頑張

ったのだなと。数字的には小さいかもしれないですけれども、小さな町として、これは良
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いのではないかという部分で、私は逆に評価の仕方が変わってくると思うのです。ですか

ら、やはりここで函館も木古内も同じという部分を、私は何とかこれからもうひと踏ん張

りして解消してもらえる余裕があるのかどうか。例えば、2％だからとして木古内町の負担

はそんなに変わりがないかもしれませんが、町民の見方としては私は良いのではないかと

思うのです。その辺の思いというのは町長どうでしょうか。最終判断きょうのこの委員会

で議会の議論を経て行くという一つの締めという感じもありますので、その辺の決意とい

うものはいかがなものでしょうか。 

又地委員長 町長。 

大森町長 函館市と同じということについては、確かに東出委員がお尋ねのように新年度

予算につきましても、函館市は 1,255 億、当町は 34 億、人口にしても 28 万人代と 5,000

人とはるかに規模が違うわけでございますが、この作り方は先ほどご説明申し上げました

とおり、いくらでも作り方はある。駅の数といったら当町は 4 つですし、函館はひとつだ

けです。線路の長さも違う。そのウエイトを多くすると、木古内町が増える。こういう中

で、北海道も苦しいながらの数字を出したのだと思います。私はその前の段階の用意ドン

で 50 対 50 という北海道が示した数字を 80 対 20 に持っていった。これが 3 自治体の協闘

があったからでありまして、ここのところが住民の皆様がたに、皆様がたからもご説明を

いただきたい。これがあって初めて当町の 4.4％という数字が生まれたものですから。こ

れからこの 22％、3 自治体での割合の 22％について、これは変えることはできないと判断

をいたしましたので、皆様がたにも 22％でご理解をいただきたいと。それで、財政のシミ

ュレーションの中で 1％と 2％と言いましても当町は大変厳しい財政運営の中で行ってお

りますので、現在財政の収支計画を作っております平成 32 年度につきましては、2 億 8,000

万円の基金がご覧のような数字になってきます。それが何百万円でも助かるということが

本来望ましいわけでございますが、なかなかそこはどこかが下がればどこかが上がる。そ

れでは協議が成り立ちませんので、4.4％まで当町の負担が減ったということでご理解いた

だきたいと思っております。 

又地委員長 東出委員。 

東出委員 町長、それはわかります。私が言うのはそうではなくて、竹田委員と町長のや

りとりの中で、まだ含みがあるものの言いかたをするから、私がこういう質問をするので

す。「なんだ、そうしたらきょうの委員会に函館も 4.4 だ、木古内も 4.4 だ。だから我慢し

てくれ」というものの言い方なのです。そうではなく、竹田委員と町長のやりとりの中で、

まだ何とかすれば我々の受け取りかたが、もう少し何とかなるのかという思いがあって私

は聞くのです。いまの答弁ではこれはこのままでしょう。ですから食い違っているのです。 

又地委員長 町長。 

大森町長 決して食い違っているわけではありません。4 番の説明の中で申し上げている

とおり、当町の負担軽減は難しいと判断した。22％で判断しました。したがいまして、今

後につきましてはその負担分は、他の事業では財源確保に努めるなどをして鉄路存続に向

かって行きたいという話をしておりますので、決して誤解されるような発言をしたつもり

はございません。 

又地委員長 行ったり来たりという部分も多少あるのですが、最終的にはこの案でお願い

したいということですね。 
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そこで、委員会としてはひとつの了解を取らなければいけないという時間ですし、その

あと残されるのは町民に対する説明ということになると思います。そこで随分、委員の皆

さんの中にも対函館と比較して財政規模だとか云々いろいろあろうかと思うのですが、こ

の辺で質疑を打ち切りまして、10 分ほど休憩いたします。 

暫時休憩をいたします。 

 

休憩 11:09 

再開 11:17 

    

又地委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 東出委員。 

東出委員 さっきの議論は議論としながらも、町長、最終的に住民説明会というのはこれ

から控えているのだろうと思うのですけれども、その辺の日程的なものも含めながら、最

終的にこの 3 者を道を含めた中で、この 2 市 1 町の最終合意、「これでわかりました」と、

「議会も了承しました。住民も理解しました」という部分を持って行く時期というものは、

その辺はいつ頃を設定しているのでしょうか。道を含めその 2 市 1 町。 

又地委員長 大森町長。 

大森町長 今後のスケジュールの 5 月中の協議会、これが最後になります。 

又地委員長 東出委員。 

東出委員 そうすると、そこで財政的なものもきちんと当町もできてしまうということで、

そうするとこのままのスケジュールで行くと、住民説明全部ここでやってしまうとなるの

ですか。 

又地委員長 大森町長。 

 ある程度は。 

又地委員長 東出委員。 

東出委員 はい、わかりました。 

又地委員長 他にございませんか。 

福嶋委員。 

福嶋委員 ひとつ最後に確認したいと思います。新幹線の函館市の負担割合がゼロという

ふうなことで決定したわけですが、これについての根拠はいつかの新聞に載りましたけれ

ども、函館市の説明会の中で「並行在来線の市町村地区ではないのだ」というふうな説明

があって、そこに多少含みのあった「市長があまりはっきり言うな」というふうな誤った

という大胆な意見について、「もう少し柔軟性があってもいいのではないか」というふうな

コメントもありましたけれども、今回のいま我が町と函館市の負担割合について、いろい

ろ最終的にこれが最後だというふうな考えはしますけれども、その辺の考えかたがきちん

と 3 市町村の中で受け止めたのかどうか、その辺の説明をお願いします。 

又地委員長 町長。 

大森町長 少なくとも函館市、北斗市については、「異論なし」ということでございます。

私も最終的にはここの式はどんなふうにも作れるものですから、先ほども申し上げました

とおり、私の受け止め方は答えがあってこの数字が出たのだろうと。それで福嶋委員のお
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尋ねの中にあります函館－新函館間の並行在来線、こういった事で随分札幌延伸が時間が

かかった経過がございましたので、そういう面ではこれも私の思いですが、「北海道は函館

市に相当配慮しているな」と。配慮したがための数字がこうなったのではないかと思いま

すので、ここ一つひとつ上げるとそれぞれ疑問点はあるのですが、その点については北海

道が式を作って出していたという事で、これの一つひとつについては特に質問はしており

ませんし、最後の答えだけで判断をしたところでございます。 

又地委員長 他にございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

又地委員長 5 月、今月の末までに木古内町としての結論を報告するという形になるよう

であります。きょう皆さんにいろいろ行政サイドから、あるいは町長から詳細について説

明がありました。22％負担ということになるわけですが、他に質疑がなければこのあたり

の委員会としての考え方を決めたいとそう思いますので、よろしいでしょうか。 

竹田委員。 

竹田委員 このあと開催される住民との意見交換会、これは住民の意見を確認するという

ことなのか、「これで町民の皆さん理解してください」という手法で持っていくのか。その

開催の仕方も本町 1 本で、例えば住民との意見交換会をやりますよというやり方をするの

か。各地区ごとの町政懇談会のように、できれば、この在来線の沿線の町内会単位には説

明会をやっていただきたいというふうに要望します。それと、町民の意見交換会の中で、

「町の財政はこれで大丈夫だ」ということも示すと、町民もそんなに反対するかたはたぶ

ん出ないと思うのですけれども、万が一、バスにしたほうが例えば負担が極端な話ゼロで

済むのになぜ10年間で4,000万円も投資しなければならないのかという部分が出た場合に、

最終的に賛否をとるわけではないですから、あくまでも「行政の腹でこうしたい」と、「理

解してください」という部分でたぶん持っていくだろうと思うのですが、その辺の考えを

お願いします。 

又地委員長 町長。 

大森町長 まず、これからのスケジュールで町内での意見交換会につきましては、住民サ

イドにつきましては、初めに 25 の町内会の会長さんにお集まりいただいて、会長さんにご

説明するところから始めたいと思います。その中で、会長さんのご意見を伺って、いま竹

田委員のお尋ねにありましたように少なくとも沿線自治体いうことであれば、それは真摯

に受け止めて説明会の開催、それで町内会長さんの会議を経た中で、ご意見を伺って町政

懇談会の 5 つの地区、この説明会を時によっては開催するという考えでおります。そして

また、住民への説明につきましては、まさに、きょうここでご説明したとおりでございま

して、当町では 3 自治体の負担割合 22％で、数字に直すとこのような形になりますという

ことと、確かに厳しい数字ではありますが、これからの JR 北海道との関係、さらには北

海道との関係、こういったものも大切にして当町としてマイナスにならないような進め方

をしたいということも合わせてお伝えして、ご意見を伺うと思っております。その中で最

終結論を出したいと思います。 

又地委員長 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

又地委員長 ないようですが、私のほうから一点、料金の 30％アップ云々という話が課長
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から出ましたが、それはいま、現行の料金よりも 30％上がるということですよね。町長、

その辺の町民理解というのは少し大変だろうと思うのです。その辺の議論は今回の委員会

の中で 30％アップ云々のその議論がなかったのですが、その辺は皆さんよろしいですか。

いいですか。いいですね。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

又地委員長 このたびの特別委員会に付託されました並行在来線の取り扱いに関する事で

はいろいろ議論はありましたけれども委員会としては、了承することにご異議ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

又地委員長 ないようですので、当委員会としては、今回の並行在来線の取り扱いに関す

ること種々説明を受けました事に関しては了承することといたします。 

 

 （4）その他 

又地委員長 その他何か委員の皆さんございませんか。 

東出委員。 

東出委員 これから我々も機構なり JR 北海道といろいろと接点を持っていく機会はどん

どんどんどん増えていくのですが、ただ私ひとつ気になっているのは、まだ新聞報道もさ

れていないし、小池社長の新聞記事のコメントもあったのですが、いまの木古内－江差間

についてこれは廃止とも言っていない。それから存続とも言っていない。したがって、そ

のお陰なのかどうなのかわかりませんが、逆に道々の整備もはっきりしていない。それは、

いまのトンネルとか大川あの辺もやっているのですが、それはそれとしながらも、もうそ

ろそろ木古内－江差間それについては、探りと言ったらおかしいのですが、将来展望とい

うものも確認しておく当町の距離は結構ありますから、それは必要な時期になって来てい

るのでは、「いらないことをいまの時期にやるのではない」と言われればそれまでなのです

が、その辺の認識は何か情報として得ていますか。 

又地委員長 町長。 

大森町長 道々の整備と JR 木古内－江差間とは切り離して考えていただいて結構だと思

います。これは北海道新幹線の開業に伴いまして、檜山振興局のある江差と当町を結ぶ道

路の重要性を北海道が理解していただきましたので、新幹線開業に向けた道々整備は着々

と行われておりますので、これは JR と切り離した考えで結構かと思います。JR の木古内

－江差間につきましては正式なコメントは伺っておりませんが、 JR 北海道内では、北海

道にある路線全てに渡って採算性等の見直し等についての研究はしていると、このように

は伺っております。その中におそらく想像ですけれども、これだけ乗客数の少ない路線で

すから、その土俵には上がっているものと推察しますが、全体の中での議論はされている

と伺ってはおります。 

又地委員長 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

又地委員長 ないようですので、これをもちまして第5回総合交通体系調査特別委員会を閉

会いたします。ご苦労様でした。 
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                                                                                                        閉 会   11:30 

    

説明員：町長、副町長、新井田課長、中尾室長、福田主査、阿部主査、片桐主査    

傍聴者：道新 恵本俊文、函新 松宮一郎、読売新聞 広瀬誠 

     

                                        

                    総合交通体系調査特別委員会 

                                            委員長  又 地 信 也 

 


