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平成24年12月20日（木） 場 所 3階 第5研修室会議録

会議名：第6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、東出委員、岩館委員

欠席委員：新井田委員

会議時間 午後1時56分～午後3時39分

事 務 局 山 本、近 藤

会 議 次 第

1．委員長挨拶

時間になりましたので、第6回総合交通体系調査特別委員会を開催いたしま又地委員長

す。

ただいまの出席委員は9名でございます。

新井田昭男さんから欠席の届け出がありました。

、 、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布のとおりでございます。

師走の、そして14時からという大変中途半端な時間から第6回の総合交通体系調査特別

委員会を開くことにいたしました。きょうは町長も同席でありますし、きょうたまたま14

時にしたのは、ＪＲ江差線の廃止に伴う協議が少しあったようでございまして、14時とい

う時間を設定させていただきました。大変委員の皆さんには師走の忙しい中、出席してい

ただきまして本当にありがとうございます。

それでは、さっそく調査事項に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。

2．調査事項

（1）トレイン・オン・トレインに係わる情報収集と基地誘致に関すること

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又地委員長

致に関することが1番目の議題でございます。過日、苗穂工場も見学させていただきまし

た。そんな中で、委員の皆さんがどんなふうに感じられたか、その辺をいろいろ議論とい

いますか、雑談ふうな形でちょっと会議を進めてまいりたいと思います。

委員の皆さん、何かございませんか。

ないようですので、7月12日にワーキンググループ、これは第1回青函共用走行区間検討

会のワーキンググループ。過日の苗穂工場見学の時に、担当者のほうからいろいろお話が

ありましたけれども 「青函トンネルの中を高速新幹線と在来線を一緒に走らせるという、
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ところでの問題点が何点かあります 」というお話がありました。そんな中で、トンネル。

の中で貨物と新幹線が上りと下りが交差する時に、速度を落とすというのはある意味では

高速新幹線には馴染まないのではないのかというようなお話もありました。青森県側のほ

うは､何かそういうことを、県だと思うのですけれども、その部分を捉えて「とにかく減

速しないでどういう方法をとってください」というような、これは要望書になるのか何か

あげたというようなことも耳に入っておりますけれども、そういう点を考えながら委員の

皆さん、何かありましたら出していただければと思います。情報収集と基地誘致というこ

とですけれども、先にいろいろ情報収集の部分、あるいは基地誘致に関することに関して

は 「行政と足並みを揃えてやりましょう」ということになっていますので、行政のほう、

がいろいろ道なり、あるいは運輸機構さんのほう、あるいはＪＲ北海道さん、あるいはＪ

Ｒ貨物さんのほうから、もし情報等が入ってきた時には、即この特別委員会にも報告して

いただくというのが基本でなかろうかと、そんなふうに思っております。

町長のほうから、もし何かありましたらお願いします。

町長。

先般、議会の皆様がたとＪＲ北海道の苗穂工場に視察に行っておりますので、大森町長

そこで情報を共有しております。特段申し上げることはございませんが、国で行われてお

りますトンネル内の共用走行について、ワーキンググループが先ほど委員長のごあいさつ

の中にもございましたが、既に第4回を終えているということです。この4回の中では、青

函トンネルの中を、先ほど委員長からごあいさつにありましたように、新幹線が減速する

方法、また新幹線が走っている時には貨物は走らない方法、さらにはＪＲ北海道が開発を

続けているトレイン・オン・トレインを利用する、こういった3問に絞られたというふう

なことまでは伺っておりますが、それ以降につきましての情報は入っておりませんので、

皆様がたと同じかと思います。

東出委員。又地委員長

委員長、大変申し訳ないのですけれども、お許しをいただければ、過日の道新東出委員

だったと思うのですけれども、いま町長が言ったように3案あると。その中で、我々が見

て来たトレイン・オン・トレインについては、技術的に大変ハードルが高いような表現を

した道新さんの記事がありましたよね。もし、それがそちらのほうか、事務局にあれば参

考までに我々に欲しいと思いまして。

暫時、休憩をいたします。又地委員長

休憩 午後2時06分

再開 午後2時13分

休憩を解き、会議を再開いたします。又地委員長

いずれにいたしましても、2015年度の開業もしくは2018年、3年後等々の問題に関して

は、うちの町だけでどうのこうのということもできないだろうし、ある意味では国土交通

省、国家プロジェクトとしてどうなのか。あるいは、ＪＲ北海道さんとの話し合いの中で

どうなるのかという部分に関しては、逐一情報を収集して、その都度この特別委員会で皆

さんとご意見を交わすというほかにないのではないのかなと、そんなふうに思っておりま
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す。

ただ、渡島総合振興局、函館市、北斗市、七飯町さん、ずいぶん高速化云々の部分では

うちの町よりも少し先を進んでいるのかなというような部分は伺えると思いますけれど

も、七飯町にしてもできれば開業に間に合わせて本数も段階的に出してほしいという話も

ありますし、函館市は「新幹線の定義は200㎞以上、我々が望むのは抜本的な解決だ 」等。

々が出ています。我が町としてもこの辺を睨みながら、ある意味ではもっともっとＪＲ北

海道さん、あるいは時期を見据えた中で国土交通省のほうにも出向く機会が出て来るので

はないのかなと、そんなふうに思っております。

ほかに委員の皆さん、ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

又地委員長

なければ1の問題に関しては、一にも二にも情報収集と。そして、情報収集をする中で

基地誘致に関する部分が見えてくるだろうと、そんなふうに私は思っているのですが、委

員の皆さん、ほかにございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

（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

ないようですので、(2)のカートレインに係わる情報収集及び基地誘致に関又地委員長

することを議題といたします。

過日の苗穂工場見学の時に、担当のかたから「トレイン・オン・トレインが解決すれば

どうなるかによっては、カートレインの部分に関しては大変簡単です 」というようなお。

話もありました。それは「簡単です」というのは、車両の積み込み等々の話だと思います

けれども、ですから、この委員会としてはとにかくトレイン・オン・トレインの部分を一

、 、とし カートレインの関係に関してはその次にくるのかなというふうに考えますけれども

いずれにしても要望等々がもしあるとすれば、トレイン・オン・トレインが一、カートレ

インはその次というような形になるのではないのかなと、そんなふうに思っております。

苗穂工場でスライド等も見させていただきましたけれども、トレイン・オン・トレインの

基地が整備されて、そしてそれがカートレインに変わるという部分に関しては、あまりホ

ーム等々に関してはあまりお金がかからないような形になるのではないのかと、そんなふ

うにも思っていますけれども、これは1番も2番も合わせていろいろ情報収集し、かつ基地

誘致に向けて進んでいければと思います。

竹田委員。又地委員長

いま委員長が説明されたように、苗穂工場視察時点でのいろんなアドバイス竹田委員長

を受けてきたのですけれども、今回は1番だけのトレイン・オン・トレインだけに的を絞

るべきではないかなと。1番、2番という部分での、そういう誘致の活動については僕は必

。 、要でないだろうと思うのです トレイン・オン・トレインが決まれば自ずとあとから当然

車という部分が付いてくるという気がするものですから、ここで木古内町がトレイン・オ

ン・トレイン1番目、2番はカートレインという旗を挙げるべきではないような気がするも

のですから、今回は我が町はトレイン・オン・トレイン、この一本に的を絞って誘致運動

をしたほうがいいのではないかと、こういうふうに思います。
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竹田委員から、例えばトレイン・オン・トレイン一本でというお話が出まし又地委員長

た ただ この委員会の事務調査事項の中には 皆さんで全員で申し合わせたように (1)。 、 、 、

トレイン・オン・トレイン、(2)カートレイン、(3)並行在来線云々、(4)番として過日の

定例議会でＪＲ江差線の廃止に関することと、その他の5ということで事務調査をしよう

ということで決めております。

そうしたら、竹田委員のほうではカートレインは消してしまうという意味ですか。

竹田委員。

別に消すとかではなくて、表に出して行動を起こす時は、トレイン・オン・ト竹田委員

レインでいいのではないかと自分は思うのです。当然、そこが整備されないと同時にカー

トレインがトレイン・オン・トレインと併せてカートレインも整備になるという、先般Ｊ

Ｒのいろんな話を聞く中では 「そのあとになるだろう」と 「年次についてもずれ込むだ、 、

ろう」と。そういう部分からすれば、2本立てでいくよりも1本に的を絞っていったほうが

効率は良いのではないかという考えです。別に、特別委員会がカートレインも議題に上が

っていますから、それを無くするということではないのですけれども、表立った運動につ

いてはそうしたほうが良いのではないだろうかと思います。

そういうことのようです。皆さんのご意見を伺います。又地委員長

佐藤副委員長。

きょうの委員会の主題は情報収集という段階の中で、やはり北海道側はあ佐藤副委員長

あだ、こうだと思っていても、いったい青森県側に渡って向こうのほうの考え方なり、そ

ういう情報というのは、行政側では何かつかんでいるものがあれば教えていただきたいと

思います。

何かありますか。町長。又地委員長

特段、青森県との議論というのはしたことはございませんが、これもマスコミ大森町長

等の報道で基本的に現在新幹線に対する財政負担の地方持ち出し分の半分は青森県が負担

をしている、残りの半分は北海道が負担をしている。青森県は、この新幹線によって青函

での広域観光を図るという大きな目的があります。そうした中で、青函トンネルの中を新

。 、幹線の基準であります時速200㎞を下回るスピードで走られては意味がない したがって

それに対する投資はしたくないと、こういうような記事は見たことはありますが、議論等

は特段したことがございませんので、私も青森県側に立つと、確かにこれから函館までの

、 、終着期間が長いわけですから そういう意味では青森と連携を取った観光を図る意味では

トンネルの中を早く走るということは望むものだということは理解しています。その程度

でございます。

ほかにございませんか。又地委員長

竹田委員から出ていましたこと、あるいはいま佐藤副委員長から出たもの。ある意味で

は、一時は情報収集したあとに付いて来るものが多いだろうと、そういう中では一にも二

にも情報収集ですので、例えば竹田委員が言っていたようにトレイン・オン・トレインの

情報が多くたぶん入って来るだろうと、予測は立ちますよね。そして、その次にカートレ

インの部分が来るだろうと、そう思われますので、この委員会も情報が入って来なければ

ある意味では向かっていくことができない委員会ですので、竹田委員がおっしゃったよう

に一色で云々ということでなしに、情報収集が多く早く入って来た部分からこの特別委員
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会は行政と一緒になって向かっていくということになろうかと思いますけれども、竹田委

員、その辺でいかがですか。

他にございませんか。

町長が先ほど言っていましたけれども、やはり北海道側も道民の血税が入っているわけ

ですよね。これは北海商科大学の佐藤教授が言っているように 「道民の血税が入ってい、

る」ということを考えれば、青森県側も北海道側も同じ考え、視点に立って、国なりに物

を申していけるのではないのかと、そんなふうには思いますけれども。

ほかにございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

（3）並行在来線の取り扱いに関すること

ないようですので、次の(3)番 並行在来線の取り扱いに関することを議題又地委員長

といたします。

並行在来線に関しては、三セクでいくということになっておりますので、いままでいろ

いろ協議等々をしてきた中で、そのあとに何か変わったことがあれば報告をいただければ

と思います。

新井田課長。

道南地域の第三セクター鉄道の件につきましては、お手元新井田まちづくり新幹線課長

にスケジュール表ということで1枚、紙を配っております。それをご参考にしていただき

たいと思います。

まず、木古内-五稜郭間、第三セクターの鉄道開業、言わば準備協議会というふうにな

ってございまして、このスケジュールを別紙のとおり示しておりますけれども、本来5月

30日にこの時の名称は 「並行在来線対策協議会」と申しておりました。これが5月23日に、

最後に開催されて、その方針が決定され、このことにつきましては6月の定例会でご報告

をさせていただいております。その後、この正式な協議会は開催をされてございません。

そういうことから、特に新しい情報はございません。ですけれども、この間4回の幹事

、 、会 協議会の下に幹事会ということでいろいろ事務的な協議をしているわけですけれども

この幹事会が開催をされております。主にこの三セク鉄道の中における基本方針における

検討項目、どんな物を基本方針に掲げるかと。あるいは骨子案、これにつきまして北海道

さんを中心に進めているというところでございます。

それともう1点は、第三セクターの開業ですけれども、新幹線が開業となると同時に三

セクも開業するわけですけれども、それらの詳細、例えば運営をどうするとか、どのくら

いの人数が必要だとか、その辺の詳細につきましては北海道さんと、当面お願いをしてい

くことになるであろうＪＲ北海道、こちらの事務レベルの協議を進めているというふうな

状況でございます。

その辺の詳しい情報につきましては、いま現在私どものほうでもまだ入手していないと

いうところが現実の姿でございます。

今後、スケジュール表にもございますように開業準備協議会の第1回目の会議が、年を

明けまして1月に開催される予定になってございます。この時点におきまして、第三セク

ターの基本方針における検討項目、あるいは骨子案、この提示がされるという予定になっ
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ております。その後、来年平成25年3月にこの基本方針を協議会として正式に決定をする

というふうな運びになっておりまして､今年度中のスケジュールは以上のようなことにな

ってございます。説明は以上でございます。

いま、新井田課長のほうから説明がございました。又地委員長

委員の皆さん、何かございませんか。

竹田委員。

いま、新井田課長から説明を受けたスケジュール表、いままでは並行在来線の竹田委員

対策協議会だったのですが、今度は「道南地域第三セクター鉄道開業準備協議会」に名称

が変わるということですね。

新井田課長、それでいいですか。又地委員長

新井田課長。

そのとおりです。新井田まちづくり新幹線課長

東出委員。又地委員長

来年の1月に、対策協議会から今度は第三セクター鉄道開業準備協議会という東出委員

ふうに名称が変わっていくのですけれども、そうすると本格的に今度はこれらについての

収支や、方向性が見えてくるのかなと思うのですけれども、ではその開業準備協議会に向

けての幹事会であったのか、その辺をちょっと確認させてください。

新井田課長。又地委員長

北海道道南地域並行在来線対策協議会につきましては、平新井田まちづくり新幹線課長

成24年5月、ここで方針が決定されまして一応、そこでこの名称は終結されまして、その

時点で準備協議会に移行されたということでございます。それを受けて、同じく準備会の

幹事会として6月から12月まで4回開催されているという内容でございます。

東出委員。又地委員長

わかりました。これに向けてのいろいろと話し合いをして来られたと思うので東出委員

、 、すけれども そうするとこの幹事会である程度の方向性と言ったらおかしいですけれども

準備協議会を立ち上げるための作業をされたのだろうと思うのですが、ちょっとそこを踏

み込んで、そこでそういう部分での、失礼な話ですけれども、どんなことを協議されてこ

られたのか。この最近の11月、12月、集中して2か月あったのですけれども、この辺はど

ういうふうな内容だったのか。差し障りがなければご報告いただきたいと思います。

新井田課長。又地委員長

協議はされておりますけれども正式なものではございませ新井田まちづくり新幹線課長

んので、正式なこととしてご報告は控えさせていただきたいと思いますけれども、先ほど

もご説明申し上げましたように、来年1月に示されます基本方針における検討項目及び骨

子、これの「このような物を示したい」ということで、事務局は北海道庁のほうでやられ

ていますので、それらの中身の検討をいろいろして来ております。

12月におきましても、その内容あるいは乗降客の調査等も11月、これからまた12月にも

、 。行いますけれども こういう状態で調査をするというようなことも協議はされております

それから、第3回につきましても同じく基本方針における検討項目、そしてどのような

形で今後検討スケジュールについてどういう日程でやっていくのかと、そういう内容につ

いて事務的レベルで協議をさせていただきます。
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東出委員。又地委員長

そうすると、これは当然、道それから渡島（総合）振興局、我が町、北斗市、東出委員

函館市の関係者でおそらく幹事会をやってきたのではないかと推測しますが、この辺のメ

ンバーを差し障りなければ、道ではどういうようなかただとか （総合）振興局ではどの、

ようなかたと、メンバーは全員で何人か、ちょっとその辺を資料としてもらえるものであ

れば、委員長、計らいをちょっとお願いします。

対策協議会以降、準備協議会が4回開かれておりますね。この4回開かれてい又地委員長

る、いま東出委員から要望がありました件に関して提出できるのかどうか。

新井田課長。

対策協議会の幹事会のメンバーは、資料でご提出は後ほど新井田まちづくり新幹線課長

させていただきたいと思います。

ただ、協議内容につきましては、1月に正式な協議会が開かれますので、その時点で決

定された時点でご報告を申し上げたいと思います。

他にございませんか。又地委員長

では、私のほうから。1月に基本方針における検討項目及び骨子が提示とありますね。

いままで4回やってきたので、いろいろな項目がいろいろと出ているのですけれども、1月

、 、にはそれを整理した中で基本方針と検討項目及び骨子が北海道 あるいはＪＲ北海道さん

あるいは関係1市2町でとりまとめたものが出てくるということなのですね。

ただ、25年3月というと、年度ではまだ今年度中ですよね。それで1月にやって、そして

第2回道南地域第三セクター鉄道開業準備協議会の基本方針が決定するのですか。これは

基本方針が決定するということは、1月に検討課題のようなものが出てきますよね。3月に

はもう基本方針が決定するということは 「基本方針に則って三セクがこういう形でいき、

ますよ 」ということになってしまうのですね。そうしたら、1月に出て来たものはある意。

、 。 。味で この特別委員会にいつ提示してもらえるのですか その辺ちょっと伺っておきます

新井田課長。

1月に協議会が開かれまして、そこで検討する項目が提示新井田まちづくり新幹線課長

されます。それはその場では決定されませんので、当然持ち帰りまして議員の皆さん、あ

るいは町民の皆さんにご提示申し上げまして、その上で次の協議会に臨みたいというふう

な流れになろうかというふうに思っています。

1月とありますけれどもお正月休みもありますので、例えば中頃だとか下旬に又地委員長

なるとかという部分は、おおよその予定はつかめないのですか。

議会なり、この委員会に出て来るのは2月のはじめと思っていてもいいのですか。

2月の初旬ですね。

いま、課長のほうから並行在来線の取り扱いに関することに関しては、1月の下旬に基

本方針における検討事項、及び骨子等々の提示が整理されると。そして、整理された段階

、「 」 。でこの委員会にも 実はこういうものが提示されました ということは示していただく

そして、いろいろ議論する中で3月の基本方針の決定にどんな形で持っていってもらえる

のかという部分になろうかと思いますけれども、皆さんその辺でよろしいでしょうか。

(｢はい｣と呼ぶ声あり)

東出委員。又地委員長
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ただ、私が冒頭に聞いたのは、3回、4回、集中的に幹事会がありましたねと。東出委員

そして、そこでおそらく開業準備の協議会を立ち上げる部分でのいろいろと協議されて

来たと思います、私の想像認識ですけれども。そして、1月の下旬にそれぞれの整理され

たものを我々の委員会に提示しますよといういまひとつのスケジュールで。そして、3月

に基本方針が決定されるということですが、私は時間的にずいぶん2月1か月しかないのか

なと。1月下旬に提示されて、我々委員会を例えばそのあとすぐに受けて委員会を開いた

にしても、我々議会側としてもやはり異議を唱えたり 「ここをこうしたほうが良いので、

はないか」というような我々からの提案等もあるので、その辺がこの1か月間の時間の中

で修正が可能なのか。ある意味では、もうそちらのほうで示してきたものがもうすっかり

コンクリート化されてしまってこうですよと、これはもう動きませんよというふうになる

と、これはまた大変問題もあるなと思います。ということは、やはり第三セクターに我々

も「よし、それより道はないな」と決めた時には、我々も住民の声をあなたたちに伝えた

し、現実町長も住民に対してこの辺についていろいろと説明をされてきたわけですよ。そ

れらのものが反映されていけばいいけれども、その辺どうも反映されなかったと。我々の

意見も何も通らなかったというのであれば何も意味がないし、我々この委員会も開く必要

もないのですよ。だから、この1か月間の中で我々の部分の「こうしたほうが良いのでは

ないか」という提案だとか修正だとか、そういうようなものは可能なのかどうなのか。そ

の辺どうですか。

町長。又地委員長

12月開催の第4回幹事会の最終まとめというのは、私のほうにまだ届いており大森町長

ませんので、どのような形でまとまっているのかわかりません。ただ、東出委員がご心配

しているように、この会がアリバイづくりの会であってはいけませんので、十分議論をし

てその上で賛否があるとすれば賛否をとっていただく、民主主義のスタイルでやらなけれ

ばならないと思います。そして、町の意見を今度は協議会に持っていく。ここでも同じこ

とが言えると思います。やはり、多数決の原理がありますので、それぞれの考えがまとま

ればいいのですけれども、まとまらない場合は、これは民主主義の原理で決まることにな

るかと思います。

ただ、一番大事なことですから3月に性急に答えが出せるかと。それが難しいとなれば

多少延ばすとか、それは私が発言してまいります。

東出委員。又地委員長

今回、これに第三セクターに当町もいろんな意味で当町の財政を見ながら、い東出委員

くらか安くできるかなという部分でだいぶ町長もこの辺の部分では物を申して来た一人だ

と私は思うのです。したがって、ここは最後の最後までこれから実質的なそういう部分に

入っていくわけですから、これは十分配意して臨んでいただくことをあえて節に要望して

おきます。

竹田委員。又地委員長

若干関連しますけれども、いまの1月に開催される協議会。この中での基本方竹田委員

針の骨子案、骨組みだと思うのですけれども、我々議会とすれば一番根幹の部分が住民に

直接跳ね返る、例えば運賃、汽車賃、あるいは時間帯だとかたぶん方針の骨子案の中で大

項目の中ではどういうことを想定して基本方針に反映させるのかという部分は、たぶん町
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長は認識していると思うのですけれども、その辺をある程度「こういうことが1月の協議

」 「 、会で決定される という方向性が見えれば議会も そうすればこのあとの詳細については

このあとの具体的なものが出て来る間にどうこう」と例えば意見を反映するだとか、そう

いう場面があるのかという部分。僕は 「基本方針の骨子案については当然1月の協議会の、

報告を特別委員会に説明します 」ということですから、そこでは議論もできます。。

ただ、その時期が議会の3月に間に合わないようであれば、時期を延ばしてもらうよう

に町長のほうから進言をするという言葉も聞きましたから、それほど今回のこの部分は心

、 、配していないのですけれども 根幹になるのは住民と直接関わりのある事案が出た時点で

たぶん議会とすれば心配なのですよね。ですから、今回の骨子案というのは、例えば運営

と言いますか運行についてはＪＲに委託するだとか、そういう基本的な部分なのかどうな

のか、ＪＲ貨物との調整がどうだという大きな部分なのか、もしわかる範囲内でちょっと

説明してもらえればと思います。

新井田課長。又地委員長

幹事会にはいろいろそういう案は出されておりますけれど新井田まちづくり新幹線課長

も、協議会で正式に決定されないと公表はできないと、こういうスタイルでございます。

ですから当然、この場で「こういうことが案に載る予定です 」というような発言は、。

私はちょっと控えさせていただきたいということで先ほども申し上げました。それで1月

の中旬から下旬にこれの提示がされます。そこで初めて、これは正式なものとして我々も

それを皆様にご提示できるということで先ほどお話しを申し上げました。

3月のそれを受けて、2市1町それぞれの議会もございますし、市民、町民もございます

ので当然、持ち帰ってうちと同じような形で議論はされるものというふうに思っておりま

すので、その辺のスケジュールにつきましては多少期間的に短いというふうないまのご指

摘でございますけれども、その辺は意見を十分反映させていただけるような体制づくりを

してまいりたいと、我々事務局としましてもそのようなことでこの協議会の事務局のほう

に申し上げていきたいというふうに思っております。

竹田委員。又地委員長

「幹事会の内容をいまここで全部話してください 」と言っているわけではな竹田委員 。

いです。基本方針、こういう方向でいく部分、それは例えば幹事会だろうが前段の並行在

来線の協議会の時点から、ある程度アバウトには構想的にはあるものでしょう。負担割合

はもう決まっているわけだし。あと、運営をどうするか住民と直接関わりのある部分はど

うしようかというのは、今回の基本方針には載っていないとは思うのですよね。ただ、そ

こまでもし基本方針の中で載るとすれば、これはやはり東出委員が心配したよう事態にな

る可能性もあるのですよ。

自分は、たぶん基本方針だから大きな部分で細部の部分、振興計画と同じで基本構想が

あって、具体的な部分は実施計画の中で細かく決めていきますよという部分が出て来るの

だろうなと思っているのですけれども、そういう違いはないのですか。

例えば、ここで全てのものが決まってしまうということなのかどうなのかという部分に

ついて説明を求めます。

暫時、休憩をいたします。又地委員長

休憩 午後2時49分
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再開 午後2時54分

休憩を解き、会議を再開いたします。又地委員長

ほかにございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

（4）ＪＲ江差線（木古内―江差間）の廃止に関すること

ないようですので （4）番のＪＲ江差線、木古内 江差間の廃止に関するこ又地委員長 、 -

とについてを議題といたします。

きょう、午前中に何かあったようなので、そのあたりからいろいろ報告があれば受けた

いと思います。よろしくお願いいたします。

新井田課長。

ただいま議題にのぼりました(4)番でございますが、ＪＲ新井田まちづくり新幹線課長

、 、 、江差線 木古内 江差間につきましては 9月3日にＪＲ北海道から廃止の意向が表明され-

同月26日にＪＲ北海道から地元支援策の考え方が示されております。

このことにつきましては、議会の皆様、あるいは町民の皆様に内容をご説明したところ

でございます。その後、対策協議会のこれもまた幹事会というのがございまして、そこの

場にＪＲ北海道から示された支援策につきまして、種々検討を重ねてまいりました。

その結果を本日10時より開催されました対策協議会におきまして、協議会として正式に

議決を行いまして、ＪＲ北海道に対して協議会の基本的な考え方としてお伝えをしたとこ

。 、 。ろでございます 内容につきましては お配りしました資料をご参照願いたいと思います

その中身でございますが、ＪＲ北海道より示されました案に対しまして、次の3点を修

正をしてございます。若干薄くなっていると思いますけれども、黄色いマーカーでマーキ

ングしていると思いますが、支援策の算定に当たりまして、まず運行区間を「ＪＲ木古内

駅からＪＲ江差駅まで」を 「ＪＲ木古内駅から道立江差病院までに」というふうにして、

ございます。

それから収支試算期間、これがＪＲの提案は15年でございましたけれども、これを20年

に、それからバスの更新費用につきましては1回分、これを2回分に修正をしてＪＲに要求

をしたところでございます。

これにつきまして、本日ＪＲ北海道から 「この3点の内容につきましては、持ち帰りま、

して社内のほうで前向きに検討をいたします 」というふうな回答がありまして、本日の。

協議会は終了してございます。

説明については以上でございます。なお、この基本的な考え方の3番、一番最後にござ

います鉄道用地等の処理に対する考え方、これにつきましては過日の委員会等でもご報告

させていただいておりますが、線区廃止に伴う鉄道用地及び設備等につきましては、ＪＲ

北海道と各自治体が個別に協議をするということで本日正式に決定をしたところでござい

ます。以上でございます。

輸送手段に関する前提条件の中の②のところをもう一度説明願います。又地委員長

新井田課長。

修正内容の部分でございまして 「現ＪＲ木古内駅からＪ新井田まちづくり新幹線課長 、
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Ｒ江差駅まで」を 「現ＪＲ木古内駅から道立江差高校までの区間として、その主要施設、

である木古内町の国保病院、あるいは道立江差病院などを経由する路線とする」というふ

うに改めております。以上でございます。

課長の説明をいただきました。又地委員長

きょう、午前10時から開かれたということでありますけれども、いまの報告で何か皆さ

んございませんか。

竹田委員。

きょうの協議会のこの報告、これはこのとおりＪＲに対して要望をするとい竹田委員

う説明をいただきました。ただ、町長、12月14日の新聞のこの記事を見まして、江差町

も13日に定例会を開催しています。その記事が載っていました。町長もたぶん見たと思

いますけれども、江差町はきょうのこの協議会に対して、いま新井田課長が説明したこ

の区間の変更、収支の自治体負担を15年から20年、そしてバスの更新時を1回でなく2回

にするというのは、これは江差の濱谷町長が行政報告しているのですよね。なぜ同日、

同じような時期に開催される我が町としても、こういうことで町の財政負担含めて、良

いことをＪＲに要求したというのはわかるのですけれども、ただ同じ3町の中でほかの

2町が行政報告をして、なぜ木古内町だけが行政報告をしなかったのかと。非常にこのこ

とを全然きょうまで、新聞を見て14日にわかったのですけれども、木古内町からはきょ

うのこの特別委員会の中で報告を受けたという部分、かなり時差もありますし 「こう、

いう部分があるのであれば、もっとこうしたらどうだ」という、議会も一緒になってい

まの江差線廃止の部分で係わっていけるのかなと。議会は別にして、行政側だけが進め

ればいいというふうにもちょっと感じ取れるものですから、その辺、なぜ行政報告等を

しなかったのか、その辺について答弁をお願いします。

町長。又地委員長

竹田委員のお尋ねでございますが、今回の協議内容につきまして、それぞれ大森町長

の町が同じスタンスを取るかということについては 「そうしない」ということで決定、

しております。それぞれの町の事情がある、したがって、それは町におまかせという

ことで当初から決めておりますので、江差町さんが行政報告をしたということのよう

でございますが、それは当町ではしておりません。私どもでは、まずＪＲからの提案

がございましたので、提案の内容についてご説明をいたしました。その中で、この

協議会の幹事会においてこれ以上の要求が必要だという判断のもとで、幹事会での

協議をし、そしてきょうこの幹事会の内容が協議会に提案されました。

きょう提案された内容について、私どもでそれを了承したと。そしてＪＲ北海道さん

も常務さん、あるいは部長さん、函館の支社の次長さん、3名のかたがお見えになってお

りましたので、その場で協議会の要望をしたということでございまして、江差町さんが

決定をしていない事項ではありますが、幹事会でまとまったというところをご報告して

いるはずです。私どもでは、協議会で決まっていませんので、ご報告はしておりませ

んでした。以上でございます。

竹田委員。又地委員長

、 。竹田委員 いまの町長の答弁を聞きますと それぞれ要望事項が町村によって異なると

これは、新聞の記事に出ていた江差町長の行政報告については、江差町の考えだという
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ことなのですか。

町長。又地委員長

違います。大森町長

竹田委員。又地委員長

違いますね。その前段に例えば幹事会でこういうことがＪＲも交えた協議竹田委員

会の時点で要望しようという事項でしょう。だとすれば、行政報告してもおかしく

ないのではないですか。

町長。又地委員長

あくまでも、協議会で決定した事項についてはご報告をいたします。きょう決大森町長

まりましたので、きょうご報告したわけでございますが、幹事会はあくまでも方向性を決

めるということで提案をしますが、これが協議会の中で方向性が変わることがあります。

こういったことも含めて、まだ決定していない事項についてご報告はしておりませんでし

た。

ということは、江差の町長さんが行政報告をしたことは、幹事会で話された又地委員長

、 、 。ことであって 対策協議会で決定したことではないという そういう捉え方でいいですか

町長。

はい、そうです。大森町長

竹田委員。又地委員長

あくまでも、ここの江差町の新聞記事から見ますと、例えば距離の運行区間、竹田委員

財政支援の20年にしても、当初は駅から駅だった部分を江差は道立病院、高校まで、木古

内も駅からまっすぐ行くのではなく、国保病院を経由して行くルートにしようと。これら

を要望しようということで、要望事項としての行政報告をしているのですよね。というこ

とは、江差町が例えば幹事会で決まった部分を協議会で決定されていないから行政報告す

べきでないものをしたという捉え方ですか。

町長。又地委員長

冒頭申し上げましたように、3町のスタンスは自由ということにしておりますの大森町長

で 「これは最終決定する前の報告だよ 」と 「幹事会での方向性が決まったので報告を、 。 。

する 」ということだったと思いますので、これは江差町さんが何かをしたとかというこ。

とではなく、それぞれの自治体の判断ということで考えております。

行ったり来たりでなかなかストンと落ちないのですが、ただ言えることは、又地委員長

、 。関係3町が足並みを揃えるというところが肝心ではないのかなと そんなふうに思います

ただ、ＪＲ江差線の廃止に関することに関しては、この特別委員会ではきょうはじめて

の議題といたしました。そんな中で過去、この特別委員会の事務調査項目に載る前に、あ

る意味では行政と議会と幹事会に臨むに当たって、あるいは対策協議会に臨むに当たって

は、もう少し連携を密にした中で、我が町としての例えば要望 「この辺をこうしたい、、

こうしてもらいたい」という議論と言いますか、知恵を絞った中で、そして幹事会なり対

、 、策協議会に臨むべきだったのではないのかなという 一つの反省が残るのでないのかなと

そんなふうに思います。

竹田委員、よろしいですか。

ほかにございませんか。
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吉田委員。

先ほどの前提条件の中の2番目、ちょっと気になっていることが一つあります。吉田委員

ＪＲ木古内駅から江差線ですから、普通ＪＲの江差までだと思うのですよ。これがなぜ

厚沢部の入り口、乙部の入り口の江差高校なり道立江差病院まで延びたのか。従前、ここ

はもうバスがあるはずですよね。それがなぜここの所に入って来たのか、ちょっとわから

ないです。その辺について、基本的には木古内の駅から江差の駅周辺までという考え方。

これは、最終的に自治体負担がかかって来た場合、路線が延びることになりますよね。

その部分の考え方というのはどういうふうに考えたのか。この辺がちょっと見えないので

お願いします。

町長。又地委員長

二つお尋ねがございますので、最初の区間の設定でございますが、それぞれの大森町長

自治体の意見を集約した結果、当町は現在道々の橋を渡って、そのまま駅に左折する路線

については 「湯ノ岱方面からの国保病院に通院されるかたがおられますので、旧ツバメ、

スタンドから右折をして病院を経由して、そして木古内駅に出たら」と、このような要望

をしました。

また、江差町からは 「通学者、通勤者がいるので現在の駅舎よりも延ばした所で終点、

にしてほしい 、こういう意見が出され、それぞれ3町で協議した結果、その意見を踏ま。」

えようと。

上ノ国は、従来の路線からの変更はなしと、こういうことでそれぞれの意見を尊重した

ということでございます。

吉田委員がお尋ねのとおり、15年になるか20年になるかわかりませんが、ＪＲ北海道か

らの負担金がなくなった時点での誰がどの部分をいくら負担するかということになります

が、まだどこの会社がバスを運営するかが決まっていないという前提ではありますが、想

定されるのは管内の民間のバス事業者ということになりますので、きわめて函館バスさん

が近い所にあるのではないかと思いますが、これは現在当町から松前線廃止の、松前まで

の路線でありますバス路線を運営しております。ここでは、それぞれの自治体の距離割り

で様々な負担を計算しているということがありますので、おそらく木古内駅から要望して

いる道立江差高校までとなりますと、それぞれの自治体の距離で負担をしていくことにな

るのではないかと想像されます。

吉田委員。又地委員長

そこが一番大事だったのですよ。距離で木古内の駅から、経由はどうでもいい吉田委員

のですが、江差の駅までの距離とこれから延びた部分がありますね。将来的にこれがどう

いうふうになるかというのが一番なので、従前あった江差の駅から厚沢部に抜けるバス路

線、乙部に行くバス路線もありますよね。その関わり合いがなぜここに入って来たのかと

いうのがちょっと、その部分はどういうふうな形の中で入って来たか。それは、江差さん

の考え方でこれを入れてほしいという。そうすると、一本でつながるから利便性が良いと

いう考えならわかるのですよ。ただ、将来的にいまの町長の言い分であれば、路線の距離

に応じてということになりますよね。単純に木古内であれば、あの峠までですね。そうい

う距離で、そして上ノ国さんがあって、それ以降は江差さんの距離の負担割合になるとい

う考えでよろしいのですね。町長。
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大森町長。又地委員長

。 。大森町長 まだ決定していませんがそうだと思います その議論はまだ進めておりません

今回の当町の要望、あるいは江差町の要望については、幹事会で議論して、それが協議

会で決定したという背景がございます。

ほかにございますか。又地委員長

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

なければ、4番ＪＲ江差線の廃止に関することについてを終了いたします。又地委員長

（5）その他

5番、その他で皆さん何かございませんか。又地委員長

平野委員。

その他ということで、全体に係わることなのですけれども、この会の非常に大平野委員

事なことを私なりに2点あると思いまして、その1点については、委員長も先ほどから申し

上げていますとおり情報収集だと。まずは、情報収集を得て、行政側あるいは議員の我々

が同じ考えを共有するということが、町民への説明も正式な一本化をできるという意味合

いがある委員会だとも思っております。

それで、僕も12日の新聞を自分で見ていなかったのはちょっと反省点ですけれども、5

日の苗穂工場の際にトレイン・オン・トレインの現状、あるいは木古内町の取り組みにつ

いて、行政側と議員側がある程度現状を共有した中で、どのように町民に現状説明できる

かという部分を確認とりました。その説明をした中で、僕は自信を持って説明していたの

ですけれども、ある町民のかたから 「どうせできないのだろう」という声を聞いたのが、

。 、いま考えると12日以降だったと思うのです この記事が全てではないのでしょうけれども

この記事を見るとＪＲ貨物側は、いま唯一3つ上がっている候補のうち3つとも全部だめだ

と言っている現状なわけですよね。この記事が出てから1週間経った現在、ＪＲ貨物さん

にはたして話を聞いてみて良いものなのかちょっとわからないのですけれども、その辺の

情報収集もしっかり取るべきだったのではないのかなというふうに考えているのが1点で

ございます。

それと2点目ですけれども、町民への周知、先ほどもちらっと言いましたけれども、こ

れは4点すべてにおいて相手がいることなのですけれども、なかなかいま現在進行してい

る部分、先ほども新井田課長のほうからは「幹事会の部分は一切まだ公表できない」とい

う部分もあるかとは思いますけれども、行政と議会の協議の中で「ここの部分は町民にお

知らせしなければならないな」と、どれも町民の生活に係わることもありますので。

それで、この委員会として毎月とは言いませんけれども、町民のかた向けに、広報紙の

中にはさむのか、議会だよりの中にはさむのか、あるいは議会だよりの中の記事として特

集を組むのか、やり方は様々さと思うのですけれども、町民に周知する広報紙を作成して

はどうかと思います。以上の2点ですけれども、いかがでしょうか。

いまの平野委員から2点ほど出ました。一つは反省の部分だと思いますけれど又地委員長

も、町民へ報告できるものに関しての報告云々ということだと思うのですよね。報告でき

るものと言いますか、皆さんどうでしょうか、その辺。ただ、私は報告できるものと言っ

ても、どこからどこまで報告できるかというのは、これもやはりある意味では情報を提供
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してもらう担当課から、あるいはこの委員会で情報を収集する部分について、これは良い

とか、町民に知らせても良いか悪いかという仕分けと言いますか、その辺は行政に相談し

ないとちょっとこれはできないのではないのかなという気がしないでもないですけれど

も。

東出委員。

これは、総合交通体系調査特別委員会です。したがいまして、委員長は皆さん東出委員

に諮り、いつかの時期にきちんと議会で報告をするわけですよね。これが特別委員会を設

置した大きな目的でもあるし、報告することは特別委員会としての責務でもあると思うの

で、その都度、いま平野議員が言うように、これは特別委員会として報告して良いものだ

とか、これは報告できるというもの、それはできると思いますけれども、やはりこの特別

委員会というものの重要性、特別委員会の任務というのがきちんとあるので、それはどこ

かの機会できちんと定例会等で報告しているわけですから、今度あえてそれをやってしま

うと、じゃあ今度特別委員会の委員長が報告することがなくなってしまうわけですよ。は

たして、それが良いのか悪いのか。私、ちょっといま議員必携を持っていないのですが、

特別委員会というものの重み、それから責務、これはきちんと取っていかなければならな

いと思うので、その辺をちょっと認識してほしいと思います。

調査事項が4点ある中で、例えば中間報告、定例議会にこの4点の事務調査を又地委員長

、 。やったという中では 時期を見て中間報告等はこの委員会としてしなければだめだろうと

ただ、中間報告するに当たっても、必ずこの委員会は行政が必ず出席してもらう委員会

になると思うのですよ。そんな中で、いろいろ事務調査して議論し終わった中では、当然

中間報告的なものはしないとだめだろうとは思っています。

ただ、私が先ほど平野委員のほうから出た 「町民への報告を早くやれ」ということな、

のでしょう、できることであれば。それはあえて報告できるものが、ここまでは報告でき

るというようなものが出て来ればそれは報告するというのはやぶさかでないし、あるいは

私がきょうこの委員会を開いたというのは、皆さん、まち場のほうではいろいろ「トレイ

ン・オン・トレインはどうなっているか」という話はありますね。これは商工関係の方々

が特にだと思うのです。そうすると年末、あるいは年始かけて人が集まる場面が多くなる

だろうと。あるいは、町も1月7日に新年交礼会を企画していますが、そういうふうな時に

町民が集まった時に当然この話が出るだろうと 「トレイン・オン・トレインはどうなっ。

ているのか 、あるいは「並行在来線の件、ＪＲ江差線の部分はどうなのか」というよう」

なことが出たときに、どこまで例えば話してあげられるかという部分だと思うのです。だ

から、その辺をクリアした中で3月の定例議会には当然中間報告はしなければならないだ

ろうと。

ただ、平野委員に言わせれば 「3月まで待たなければならないのか 「その前に報告で、 」、

きるものはしたほうがいいのではないか」という部分だと思うのですよ。

その辺はたぶん、議会だより等々に載せても構わないのではないかというような部分が

あるのではないのかなと思うのですけれども、その辺の話でしょうか。

暫時、休憩をいたします。又地委員長
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休憩 午後3時23分

再開 午後3時39分

休憩を解き、会議を再開いたします。又地委員長

ほかにないようですので、第6回総合交通体系調査特別委員会を終了いたします。

行政の皆さん、どうもありがとうございました。

終了 午後3時39分

説明員：大森町長、新井田まちづくり新幹線課長、中尾新幹線振興室長、阿部主査

片桐主査

傍 聴 惣蔵竹治

報 道 道新 大城道雄

総合交通体系調査特別委員会

委員長 又 地 信 也


