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平成25年 2月 4日（月） 場 所 3階 第5研修室会議録

会議名：第7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 午後1時30分～午後2時58分

事務局 山 本、近 藤

会 議 次 第

1．委員長挨拶

それでは、ただいまから第7回総合交通体系調査特別委員会を開会いたし又地委員長

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布のとおりです。

委員の皆さんには、大変お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございま

す。きょう4日に開会いたしましたのは、主たる議題は以下のとおりでありますけれど

も、この交通体系特別委員会の本年度の行動予定といいますか、それらを委員の皆さ

んと少し議論をしながら、そして、その他に係わることに関しては、情報収集等で12

月20日に開催されました第6回委員会以降、何かありましたら行政のほうから説明をい

ただきたいということでお集まりいただきました。

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

さっそく調査事項に入りたいと思います。又地委員長

（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、一括議題としたいと思いま

す。

12月20日以降、行政サイドで何か情報収集してあれば報告いただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。何かありましたでしょうか。

中尾室長。

トレイン・オン・トレインに関してでございますが、昨年12月1中尾新幹線振興室長

1日に国の青函共用走行区間技術検討ワーキンググループが開催されまして、そこで当

面の方針というものを中間的に取りまとめられたところでございます。その中で、青

函共用走行区間につきましては、平成30年春を目処に1日1往復の高速の走行実現を目
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指すということ。それと並行いたしまして、すれ違い時に減速をして新幹線車両と貨

物列車がすれ違えるようなシステム、それから新幹線貨物列車導入案いわゆるトレイ

ン・オン・トレインの検討し、見通しを得るというところで位置付けられたところで

ございます。ＪＲ北海道さんとしましては、これまで独自で開発をされてこられまし

て、今後それを国家的プロジェクトとして、位置付けて推進をしていただくことをお

考えのようでございまして、まちとしましては引き続きＪＲ北海道様と緊密な連携の

下、トレイン・オン・トレインの推進に向けて情報収集等を行ってまいりたいという

ように考えているところでございます。

以上でございます。

ただいま中尾室長のほうから説明ありましたけれども、委員の皆さんか又地委員長

ら何かございませんか。

なければ、私のほうから、問題は青森県側さんのほうがどんな考えでいるのか。そ

れで、この特別委員会は時期を見て、青森県側のほうとある時期には同一歩調を取り

ながら、あるいは同じスクラムを組んでトレイン・オン・トレインの基地誘致に関し

ては進んでいかないとだめだろうと、そんなふうに思っているのですけれども。実際

に、まだ、たぶん今別さんというような話も出ておりますけれども、青森県のほうか

ら今別さんのほうにはそういう話が下りているのか。あるいは、今別町さんのほうで

青森県側のほうと連携を取りながらというような運動までいっているのかどうか、そ

の辺はどうなのでしょうか。

町長。

青森県側との関係でございますが、ふたパターンございまして、一つは青大森町長

森県議会でございます。県議会は当初、青函トンネルの半分から新青森までは、青森

県の財政負担でございます。したがいまして 「新幹線の基準である、時速200㎞を超、

えないトンネル走行ではお金は出せない」というような一時お話がございました。そ

ののち、ＪＲ北海道にトレイン・オン・トレインの視察見学を、県議会議長はじめと

する数人のかたがお邪魔したところ、極めて順調にその事業が進んでいて、あと国の

事業として認められればこの事業も進んでいくという認識を得、そのことによって現

時点では 「トレイン・オン・トレインの推進に向けて進むと同時に、青森側の財政負、

担もしようではないか」と、このような空気になっております。

もう一点は、今別町あるいは外ヶ浜町、このいずれかがトレイン・オン・トレイン

の基地になるかと思いますが、まだその場所の発表はございません。非公式にはおそ

らく今別ではないだろうかと、地図を見ますとどうもその辺だということでございま

して、今別町長とは何度かお会いする中でお話を伺っておりますが、さほど関心が深

くないと、このような印象を受けております。したがいまして、その位置がどこにな

るかは別といたしまして、今別町長はあまり関心を持っていないという印象を受けま

した。また、外ヶ浜町長とは、まだ一度もお会いしたことがございませんので、事務

的には接点はあるようでございますが、そのようなお話はしておりませんので、情報

としてはございません。

以上でございます。

青森県側のほうの話も町長のほうから伺いました。そんな中で委員の皆又地委員長
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さん何かございませんか。こうやって皆さんのお手元に、過日の日本経済新聞2月1日

発行の分なのですけれども、ちょっと気になる記事が載っていました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時38分

再開 午後1時41分

休憩を解き、会議を再開いたします。又地委員長

いま、皆さんの手元にあるものをちょっと読み上げます。

「新鳥栖－武雄温泉間で在来線を走るため導入予定の、車輪の幅を変えられるフリ

ーゲージトレインの開発関連費は25億5,000万円。12年度補正予算分を合わせると60億

円となる。14年度の走行耐久試験の実施に向けて準備を進める 」というふうになって。

おりましたので、私はこの部分をいろいろ私なりに考えて見まして、フリーゲージト

レインの開発関連紙に、12年度分と合わせて60億円も付いていると。もし、このフリ

ーゲージトレインの開発が進んで、そして「すごくいいね」となった時に、トレイン

・オン・トレインの基地誘致というのは、はたして無意味にならないのかなというよ

うなちょっと疑問を抱いたのです。それで、このフリーゲージというのは、狭軌を走

、 。って 在来線を走ってきて新幹線に乗る時に車輪が広がるというような列車なのです

それで、もしこれが九州新幹線で、長崎新幹線でこれが成功すれば、トレイン・オン

・トレインの基地を一生懸命いま何とかということで運動していることが、ややもす

るとこのことによって、北海道のほうにもこのフリーゲージトレイン云々ということ

にならないのだろうかということがちょっと頭をよぎったものですから。このことに

ついて、担当課のほうで何かわかることがありませんか。なければ、うちの局長が前

に担当していた部分で、少し頭の中にある部分があるようなので、ちょっとその辺を

聞いて見たいと思います。局長、わかっていることをお話いただければと思います。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時43分

再開 午後1時46分

休憩を解き、会議を再開いたします。又地委員長

竹田委員。

確かに心配される、憶測的には可能性があるかもしれませんけれども、前竹田委員

段、中尾室長のほうから説明を受けたように、いま国のほうではワーキンググループ

の中で、30年を目処に新幹線の走行を考えるということですから、そんなに危惧する

部分ではないのかなと。いまの説明からすれば、貨物の車輪を広げても、その貨物が2

00㎞で走れるのかという部分もありますし、九州と北海道と寒さが違います。凍結だ

とかそういう部分で、そういう連結がはたしてどうなのだろうという単純な思いがす

るものですから、あまりこの経済新聞のフリーゲージトレインの開発、これはいまト

レイン・オン・トレインを推進しようというような基地誘致等を考えている我々とす
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れば、まずは当面はこのワーキンググループを1年でも早く、その辺の方向性が出るよ

うにそういう運動のほうがいいのではないかという感じはします。

ほかにありませんか。又地委員長

新井田委員。

関連ですけれども、まず一つはここまでのトレイン・オン・トレインの新井田委員

流れ、これが現状、いまのこういう新たな工法だとか、いろいろな各地で様々な展開

をされているのでしょうけれども、現在トレイン・オン・トレインに関して、この構

想が今後このような形で変わっていくというような情報はないわけですよね。その辺

、 、がちょっと心配だったのですけれども こういう部分があって予算的な部分も含めて

ちょっとここも変更になりつつありそうな雰囲気ですと、またいろいろな見方も変わ

、 、 、ってくるのでしょうけれども 現状 先ほど先輩議員のほうからおっしゃったように

そういう情報がないということであれば、さほどと言うと変ですけれども、危惧する

部分ではないのかなとそういう認識で確認させてもらいました。

ほかにございませんか。又地委員長

吉田委員。

いまのフリーゲートというのは、僕もたぶんこれは新幹線の枝線のことを吉田委員

考えているのです、旅客の問題で。そして、普通の幹線から新幹線が入ってくるとい

う感じで、これは貨物に関しては別にここまでと。これからどういう展開をしていく

のか時代の流れとともに、いろいろな研究をされてくるので、こういう形も出てくる

のかなと思うのですけれども、僕は今回この委員会にとにかく大事なことは、10人で

ＪＲに行きましてね。柿沼会長の話等も聞きましたけれども、いかにこのトレイン・

オン・トレインの基地誘致となると、なかなかどうのこうのといろいろなことがあっ

て表立ってはできない。

ただ、このトレイン・オン・トレインが必要だということを全道的にやはり何かの

機会を通して広げていって欲しいという話はしておりましたよね。ですから、その辺

のことはどう取り組んでいくか、これから当町の姿勢だと思うのです。ただ、誘致活

動はその延長線上にあって誘致活動することであって、いかに北海道とこれから青森

の今別さんになるのか、どこかになるのではないかと思うのですけれども、このトレ

イン・オン・トレインがいま新幹線のこの開通したことによって、これがいかに必要

だということを、当町がどう発信していくかということが大事になってくると思うの

です。その辺のことで、これからの木古内町もそうですけれども共同歩調を取ってい

く対岸のほう、もしくは函館までの間、函館が開通したらとにかく一本しか本当の時

間で走るのはない。そんな寂しいことはないですよね。そうしたら、全線をいかに新

幹線の普通のスピードで走らせるかが、やはりこれから課題になってくるので、その

辺のことをどう町長も含めて、まちがどう対応していくか。これが一番今回の議題だ

と思うのですが、その辺を委員長お願いします。

そうなのですね、いまから何が何でも誘致云々の話をする以前に、その又地委員長

必要性をいかに北海道側、あるいは青森県側とその必要性をいかに国に知ってもらう

か。ただ、ちょっと気になっていたのはトレイン・オン・トレインに関しては、平成2

4年度にいくらか予算も付いていたようなのですね。ただ、平成25年度の国の予算関係
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については、まだ見えないのですけれども、その辺は中尾室長、何か掌握していまし

たか。

中尾室長。

ないです。中尾新幹線振興室長

ないですか。その辺なのです。ＪＲさんのほうは、苗穂に行っていろい又地委員長

ろお話を聞きましたけれども、何とかまだまだトレイン・オン・トレインの改良とい

いますか、その辺にも力を入れていくような話もしていましたし。ただ、やはり必要

なことは、いま吉田委員のほうからありましたトレイン・オン・トレインがいかに必

要なのかということを全道的にＰＲして、青森県側とも歩調を合わせる中で、国にど

んな働きかけをしていくかというところが一番大事で、そのあとに国が予算等を付け

てもらったあとで、本格的な基地誘致の運動が町民総ぐるみ運動みたいな形の中で展

開していくのだろうと、私もそんなふうには思っております。

ただ、ことしはどんな運動をそうしたらしていけばいいのだろうということになる

のです。そのことになるとあまりにも課題が大きすぎて、どこから手を付けたらいい

のだろうというような部分が出てくると思うのですけれども、これは私の考えなので

すが、まだ相談役とはお会いできていないわけですよね。町長は、何度かお会いして

いるのだと思いますけれども、この特別委員会も一度、相談役とお会いできればいい

なと、そんなふうに思っているのですけれども、中尾室長その辺はどうですか、チャ

ンスと言いますか。

大森町長。

日程を大きく決めていただければ、相談役にお会いした時に日程を取らせ大森町長

ていただくことはできます。

委員の皆さんどうでしょうか。又地委員長

いま町長は、ある程度スパンを大きく持った中でですね。

大森町長。

何月の上旬とか、何月の下旬とかいう形で取っていただければ、先方もお大森町長

忙しいかたなものですから、それが実現可能かと思います。

その辺の日程等、皆さん何か意見はありませんか。又地委員長

3月は予算議会がありますし。

平野委員。

前回もＪＲの代苗穂工場に行った時に会長さんと会って、ＪＲ側の考えだ平野委員

ったり、木古内と意思の疎通はできたと思います。現状、違うかた、さらに力のある

かたということで坂本相談役という話になっているのですけれども、そのかたと親密

度を深めるという意味は、非常に会うことによって強まるとは思うのですけれども、

現状が動かないまま会っても内容の進展というのは見えないと思うので、もう少し国

の状況だったり我々もＪＲさん側と話をするばかりでなく、その他の情報収集をする

だとか、その状況の変化が少しでもあって、またＪＲさん側と見解を話をして共通認

識を高めるというのが理想だと思うのですけれども。会うに越したことはないのです

けれども、そのように私は思いますが、その方法がどういう方法がいいのか、いまち

ょっと思いつかないのですけれども。要は、国の状況を我々の力でどのように把握す
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る方法があるのかということが、もし皆さんお知恵があればそちらを考えていけばい

いのかなと思います。

平野委員からそんな、ただ私は道議会にも交通体系特別委員会があるの又地委員長

です。以前に行ったメンバーとは大分変わっているのです。

ですから、もし町長が先ほど時期的なものを大括りでこうという話がありましたの

で、坂本相談役とただ会うだけではなく、同時に道議会の交通体系特別委員会のほう

にも連絡を取りながら、同時にこの訪問して、そして道議会サイドの考え方と言いま

すか、あるいはうちのまちのほうからトレイン・オン・トレインの必要性を道議会の

ほうに訴える中で、何か知恵を借りるというような坂本相談役と会える時には、その

ような行動も一緒にすればいいのではないのかなと、そんなふうに思っているところ

なのですけれども、道議会のほうは事務局のほうからメンバー等を調べてありますの

で、道議会の特別委員会が開催される日程等を掌握する中で、坂本会長とリンクでき

れば大変良い要望活動になるのではないのかと、私はそんなふうに思っているのです

、 。 、が ここの選挙区では冨原さんもそうです さんも自民党ではそうですし佐々木俊雄

川尻さんもそうです。笹田さんも何か入っていたように私は思っていますけれども。

ですから、道の特別委員会ですから、党派に関係なく要望活動に入れれば、よりＰ

Ｒになるのではないのかと、そんなふうにも思っています。

道議会のほうに関しては、少し局長のほうにお願いする中で、道議会の交通体系特

別委員会のほうでどんな動きをしているのかということに関しては、ちょっと調べて

いただくと。これは議長のほうにもお願いする中で、調べてもらった中でどんな要望

ができるかということを精査したいなとそんなふうにも思っております。

新井田委員。

いま委員長のほうからお話があったように、私は、手段というのはいろ新井田委員

いろあると思うのですけれども、一つはやはり、他町村より同じような動きをしてい

るところがあるわけですから、そういう意味では現状、その計画がなくなることはな

いのですけれども、やはり各いろいろな機関をこちらも攻めるという形のほうが委員

長がおっしゃったような形でどんどんＰＲすべきだと思いますし、やはりそういう意

欲を見せなければいけないと思うのです。そういう意味では、非常にいまのお話は私

としては大賛成でございます。

以上です。

ほかにございませんか。又地委員長

これは党派を超えた中で、例えばここの選挙区から前田一男さんが衆議院議員にな

ったと、過日の新聞報道では。前田一男さんが新幹線、あるいは交通関係のほうの委

員に所属したという記事も出ていましたので、ある意味では道議会の特別委員会を経

由した中で中央陳情ということもある意味では出てくるのかなと ただこれは昨年 町、 、
ちょう

のほうにお願いして東京陳情云々の話をする中で予算を何とかという話をしたら、委

、 。員の皆さんにお知らせしておきますけれども 予算を削られたということであります

ただ、必要が生じて来た時には、すぐ補正を組みますということのようであります

ので、その辺は委員の皆さん、心の中にしまっておいていただければとそんなふうに

思います。



- 7 -

ほかにございませんか。

町長。

一点、ご報告申し上げます。大森町長

、 、 、先般 先月になりますが 渡島総合開発期成会のこの構成は首長と議長なのですが

、 。 、首長による新政権に対する要望活動 中央要望の実施をしてまいりました この中で

これまでの政権に昨年要望していた内容と何も変わっていないのですが、相手が変わ

ったということで年明け早々実施をいたしました。実施の中では特に、北海道新幹線

の札幌延伸があまりにも期間が長いので、短縮していただきたいという要請が非常に

多く、また、自民党のそれぞれお会いする先生がたも同様の考えで、このこれから24

年間という極めて長いということで、利害は一致していたというふうに感じました。

そこなのですが、とにかくどこにいっても「札幌延伸、札幌延伸」という仲間の首

長の発言だったものですから、国土交通省の副大臣の時に行った時に、私のほうから

ちょっと頭出しをしました。それは 「24年後の新幹線の要請、短期間でやっていただ、

きたいというのは私も一緒です。ただ、3年後に新函館までの開業が迫っていると。そ

の中で、青函トンネルの共用走行について、まだ決定もしていない中で、現在ＪＲ北

海道が開発をしているトレイン・オン・トレインというものがあって、これについて

も是非検討していただきたい」とお話をしましたら、まったくわかっていなかったみ

たいです。わかっていなかったというのは、これは想像ですがおそらくワーキンググ

ループではいろいろな議論がなされているとは思うのですが、それぞれの議員個々が

北海道新幹線のこの青函トンネルの共用走行についての理解というのはあまりされて

いないような感じを受けました。

こういったことから、これからまた坂本相談役と別件でお会いする予定にしており

、 、ますので その点を強調してこれからのトレイン・オン・トレインの実現に向けては

ＪＲ北海道との連携を強めていかなければならないと感じたところでございます。

そしてまた、先ほど議員のかたがお話しておりましたが 「何か変化があった時に坂、

元相談役のところとお話をするということもいいのではないか」ということでござい

ましたが、議会の皆さまには変化があった時に、そのようなことをお伝えいたします

ので是非実現していただきたいと。

ただ、私の立場からいきますと、変化があるないは別にして常に連携を強化してい

きたいと思いますので、変化があるかどうかという情報も収集する意味で、その都度

会える機会があればお会いするという姿勢で今後とも進めていきたいと思っておりま

す。

以上でございます。

どうもありがとうございます。又地委員長

ほかにございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

（3）並行在来線の取扱いに関すること

ないようですので、次に並行在来線の取扱いに関することを議題といた又地委員長

します。
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各委員の手元に新聞記事を抜粋した資料も届いているかと思いますけれども、1月25

日に三セクの鉄道協議会が開催されておりますので、内容についての報告をお願いし

たいと思います。

新井田課長。又地委員長

それでは、平成25年1月25日に開催されました、第2回道南新井田まちづくり新幹線課長

地域第三セクター鉄道開業準備会におきまして、並行在来線の経営・運行に関する基

本方針の骨子、それと今後のスケジュール、資料として皆様のお手元に配っているか

と思いますが、これが示されましたので概略をご説明申し上げたいと思います。

まず、開いていただきますと資料1、並行在来線の運営運行に関する基本方針の骨子

というのが載ってございます。

これにつきましては、基本理念から組織まで9項目から構成をされております。

1項目ずつ、概略についてご説明いたします。

まず、1の基本理念につきましては4項目ございます。

資料の1ページでございます。

一つ目は、地域住民の生活路線として維持していくこと。

二つ目は、安全・安心な鉄道運行を確保すること。

三つ目は、地域を結ぶ鉄道であり、地域全体で支援をしていくこと。

四つ目は、利用しやすい交通機関であること。この四つを定めてございます。

2ページをお開きください。

経営主体でございます。経営主体は、北海道と沿線市町などが出資して設立する第

三セクター鉄道会社が第1種鉄道事業者として運営することとしております。

3ページをお開きください。

経営区間でございますが、経営区間につきましては五稜郭から木古内間とするとい

うことでございます。

（ 2ページです」と呼ぶ声あり）「

新井田課長。又地委員長

失礼しました。経営区間は2ページでございます。新井田まちづくり新幹線課長

3ページを開きください。

4として運行計画でございます。3項目ございます。

まず、江差線、五稜郭－木古内間の開業前の運行本数、それとダイヤを基本として

まいります。

、 。二つ目は 第三セクター車両の函館駅への乗り入れを検討することとしております

三つ目は、通勤・通学、通院の動向、新幹線などとの接続を考慮したダイヤを編成

するというふうにしております。

4ページをお開きください。

5番目として、初期投資、施設・設備等でございます。3項目ございます。列車運行

に必要な施設・設備はＪＲ北海道から譲受することを基本とするとしております。

四つございまして、二つ目は本社・車両基地・指令設備はＪＲ北海道の施設・設備

を有効に活用するとしております。

三つ目は、駅舎は五稜郭駅はＪＲ北海道との共同使用、その他につきましては、木
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古内駅を含めて基本、駅を無人化するということでございます。

四つ目は、車両はＪＲ北海道からワンマン仕様の中古の車両を譲り受けることを基

本として考えております。

5ページをお開きください。

運賃でございます。現行運賃の改定を基本に検討をするとしてございます。いまの

ところ現行運賃の30％アップを想定しているところでございます。

同じページ、7､資金でございますが、初期投資及び開業準備費は北海道、沿線市町

等から出資金及び補助金のほか、借入金を充てることを検討するとしております。

6ページをお開きください。

利用促進でございますが、沿線地域を中心とする主体的な取り組みをはじめ、第三

セクター鉄道会社、行政、関係団体の連携による取り組みにより、地域全体で利用の

拡大を目指すこととしております。

同じページ、9、組織でございますが、2項目ございまして、一つ目はコンパクトで

効率的・機能的な組織体制の整備を検討するとしております。

二つ目は、安全で安定的な運行体制の確保を考慮して要員を配置するとしてござい

ます。

骨子につきましては、以上の9項目から今後、決定する予定となっておりまして、過

日の協議会で提示をされてございます。

次に、 後のページ、ページが載っておりませんが資料2でございます。

資料2につきましては、今後のスケジュールにつきまして書かれてございます。これ

からのスケジュールにつきましては、今年度、平成24年度末に、ただいま申し上げま

した基本方針を決定いたします。

そして、25年度中、来年1年間かけまして、経営計画の策定など第三セクター設立の

準備作業をこの1年で終えることとしております。

そして、平成26年度当初に第三セクターを立ち上げまして、平成27年度末の北海道

新幹線開業と同時に第三セクター鉄道が開業されると、いまのところこういうスケジ

ュール予定でございます。

説明は以上でございます。

新井田課長からの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。

ちょっと休憩を取ります。目を通してください。

5分くらい、ちょっと休憩いたします。

休憩 午後2時12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

一点、私のほうから、総務課長が同席しておりますので意見をお伺いいたします。

1月29日、整備新幹線開業でＪＲから経営分離される並行在来線の経営維持に向けた

財政支援策を決めていますね、政府で。ＪＲからの路線譲渡に必要な初期投資・経費
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を負担する地元自治体に対する2013年度、つまり平成25年度から地方交付税を配分し

て負担を軽減するということに北海道新聞に載っていましたけれども、この辺の少し

詳しい話があれば、ちょっとお知らせいただきたいと思います。

新井田課長。

いまのご質問について、私のほうから概略をご説明したい新井田まちづくり新幹線課長

と思います。

ただいまのお話の並行在来線のＪＲから譲り受ける資産、これに対するそれぞれの

自治体の補助分、この部分につきましては基本的に45％、これを国が交付税に参入す

ると、こういういまのところの情報ではこういう内容になってございます。

以上でございます。

そこで、45％ということですね。又地委員長

そうすると、当町の負担分等はありますよね。その辺の試算は、担当課ではじいて

見たのですか。

新井田課長。

これにつきましては、いまどういうものをＪＲからどのく新井田まちづくり新幹線課長

らいの価格で譲渡を受けると、これは事務局のほうでＪＲと折衝してございます。詳

しい数字はこれから協議会、あるいは幹事会の中で出てくると思います。現時点で、

詳細については私どもでは算出はまだいたしておりません。

、 、 、これはそして あくまでもそのＪＲから受ける 例えば中古の車両等になりますが

あとは線路だとかそういうものになりますが、この部分に対する各市町の持ち分、こ

れに対する45％というふうにご理解いただきたいと思います。

なるほど、私はいまその45％という数字が出たので、これは三セクに向又地委員長

かうという時点で示された金額ありますよね。木古内町、北斗市、函館市、あるいは

道、その中でこの計算はどんなふうになるかというのは、早く私はある意味では試算

しておかないとだめだと思うのです。それは、はっきり決まれば簡単に出ます。ある

意味では、予測する中で早く試算をしておかないとだめだと思っています。それは、

例えばうちの振興計画を進めていく中でも、ある意味では大変大切な部分をにぎる。

、 、それは 過日町長のほうからも決断していただいたエスカレーターの部分を考えても

財源をまだどうするというのははっきりしていませんよね。概算で、仮に8,000万円か

かるというのであれば、その8,000万円の財源というのはどこから出てくるだろうかと

いうのはこれからの話だと思うのです。そうすると、いまこの45％というものを国が

支援策として交付税で配分すると。そうすると、ある意味ではそういうものの作業を

早くしておかないと先を掴む中で財政がどうなるか、あるいは振興計画がどうなって

いくのかということがわからないと実際に数字が出てくるまで。

ですから、ある意味では予測する数値の中で、早く概算を起こしておくという作業

を私は早く進めておいていただきたいと。そして、かつ、そういう数字が概算であり

ながらも、出て来た時には常任委員会なりに報告をしてもらうという作業を早く進め

て欲しいと。町長、これはお願いしておきますのでよろしくお願いします。

ほかにございませんか。

吉田委員。
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吉田です。吉田委員

いまの話とちょっと違うのですけれども、気になったことがありまして、1月26日の

道新の、ここにも資料が出ているのですけれども、この中で町長の言葉にあるのです

けれども、これから三セクになった場合の江差線の、これの維持とか管理とかの部門

なのです。

それで、町長自身も懸念された部分、もし事故があった場合どういうふうになるの

か。どういう費用がかかってくるのかと言っているのです。幸か不幸か昨年、泉沢の

ところで事故がありましたよね、ＪＲ貨物で。ああいう事故があった場合、旅客の部

分はなくなると思うのです、三セクになった場合は。普通になるので、あのような貨

物の被害とかそういうものは出てくるのか。だいたい新聞にはほとんど出てきていな

いのです、どんな被害になったのか。そういう補修になった部分だとか、そういうの

、 、が一番やはり懸念される言葉が町長の言葉の中であったので この部分をどうやって

この中で出て来ているのか、この場合は出てこなかったのかどうなのか。もし、事故

が仮にあった場合、ああいう同じような事故があった場合、どのくらいの費用がかか

るのか、どのくらいの部分が保険があるのかないのかわかりませんけど、その部分が

どういうふうになるのかというのが、やはり皆さん一番気になるところなのです。

その辺でもし、町長がわかる範囲でこの部分が調べられるのか 「こういう部分がこ、

うなりますよ」という感じがあるのであれば、ちょっと説明していただきたいと思い

ます。

町長。又地委員長

先般の協議会では、何点かの発言をいたしました。その中の一つに、いま大森町長

のような話があったのだと思いますが、まずＪＲから様々なものをこれから譲り受け

るわけですが、極めて古くなっているというものが多いので、それは新しく替えてい

ただくとか、十分な整備をしてからそれ以降に有償、無償問わずに譲り受ける。こう

いうことは大事かと思います。こういうことは言っております。そのほかにも、この

。 、 、三セクの収入源というのは限られている お客様からの運賃 ＪＲ貨物からの使用料

そして旅行客といいますか、地元以外から来るお客さんからの収入と、これも運賃に

なるわけです。

それから、国からの支援、貨物交付金など国からの支援、限られた中で観光客を呼

んでお客様を増やそうとか、あるいはＪＲ貨物からの使用料、現在ＪＲとの協議でど

ういう使用料体系になっているかわかりませんけれども、十分経営が成り立つ運賃も

必要だろうと様々なことを話した中で、これからＪＲと第三セクターを構成する北海

道、並びに自治体の協議というものが行われてくるわけです。この協議の中で、一つ

ひとつが解決していく問題だと思いますので、現時点でＪＲ北海道とＪＲ貨物がどん

な契約になっているかというのがよくわかりません。なかなかその辺は、情報を出し

ていただけないというのが現状のようですが、これから出ると思うのですが、いまの

ところわかりません。いくらＪＲ貨物が払っているのか、事故が起きたらどうなって

いるのかというのが、本当に親戚みたいなものですから。親戚でやっているものです

から、なかなかその辺の情報が掴めないのですが、これから三セクとＪＲ貨物との契

約というものになりますから、これは十分精査をして行っていかなければならないと
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いうことで考えております。

また、昨年、渡島町村会で熊本県に視察に行ってまいりました。

この視察の一つには、熊本県と鹿児島を結ぶ第三セクター「肥薩おれんじ鉄道」の

勉強をしてまいりました。ここにおれんじ鉄道というのは、簡単に言いますと木古内

－五稜郭の2倍ちょっとの長さ、そして熊本と鹿児島を結んでいて10数年経って、いま

2代目の社長、2代目の社長なものですから、一番 初にＪＲ九州と契約をした時の悪

い点もはっきりと伝えてくれていたものですから、非常に我々とすれば勉強になりま

した。

しかし、私と北斗市長だけは一生懸命質問するのですが、ほかの首長は24年後の話

なものですから、あまり関心を持っていない。特に、知内、福島、松前は関係ないも

のですから、ここもあまり関心を持っていない。時間が足りなくなるというので周り

のほうは騒ぎ出すし、なかなか中途半端で終わってしまったものですから、帰って来

てから北海道の総合政策部の新幹線の局長のところにいきまして、こんな勉強をして

来たと。ちょっと消化不良を起こしているので、私達が聞くよりもＪＲ北海道と直接

協議をする道職員に是非聞かせて欲しい。こちらから行くのはお金がかかるので、向

こうから呼べば市長と社長が2人来るだけですから、何とか実現できないかというお願

いをしたら、今月それが実現できるということで、当協議会の中には幹事会というも

のがありまして、その幹事会のメンバーですとか、道職員も含めて肥薩おれんじ鉄道

の社長から様々なことが聞けると。

特に、私が聞いた時に一番印象深かったのは、線路というのは線路だけではなく、

信号機から何からたくさんの施設があると。それで、引き受ける時にボロボロの状態

で引き受けたものですから、さらに2代目な社長なものですから好きなことが言えるわ

けです。初代の社長の時に、いろいろなものを引き継いでしまったと。いまその修繕

費にお金を払って、何とか黒字路線になっているのですけれども、修繕費で赤字にな

っていると。こんなことを気を付けなければならないよと。それをこのＪＲ北海道と

置き換えますと、全道各地でいまいろいろなＪＲの事故が起きている。これは車両も

悪くなっているだろうし、線路も悪くなっているだろうしと、こういうことが現実に

ありますから、何とかこういうことも我々はしっかり認識をして、ＪＲ北海道との交

渉にあたらなければならない。こういうことで、これからますます費用負担というの

が、いま委員長からも言われていましたように大事になってまいりますので、しっか

り勉強して厳しい経営環境の中ではあるものの、マイナスを少しでも少なくしていく

という努力をしていきたいというふうに思っております。

町長から随分細かいところまでのお話がありましたが、ほかにございま又地委員長

せんか。

竹田委員。

、 。竹田委員 単純な質問ですけれども 木古内は無人駅になるという一つのことですね

、 、 。それで いま想定しているのは 現在の橋上を2階部分の駅舎を使うということなのか

また、下に無人のコンパクトの駅を設置するというのか、その辺まず確認だけお願

いします。

町長。又地委員長
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まず、一点目の三セクになった場合の有人、無人ですが木古内の駅は無人大森町長

化をまず前提とするということで、決定ではありません。無人化をする方向で進める

ということでございます。できるだけスリムにして費用を抑えると。

それで、駅の利用方法ですが、海側から3本ですか、貨物が走る場所が海から1本、2

本、3本、これが電化になっていますから、将来とも電化である貨物が走ります。

それで、いま江差線と言われている函館から木古内を通って江差、これは4番線、5

番線になりますが、ここが気動車が走るようになっております、電化でないものです

から。ということで、将来も電化である3本については貨物列車、4番線、5番線のほう

が第三セクターの場所ということになりますので、私も1階から出入りできたらどんな

に楽だろうと考えていたのですが、それが技術的に無理だというのがわかりました。

したがいまして、三セクになった場合は、エスカレーターで上がっていただいて、

そして、いまの通路を通って改札口に出る。待合室から改札口を通って4番、5番のほ

うに行くという、いまの流れと同じだというふうに考えていただきたいと思います。

竹田委員。又地委員長

いまはじめて町長から、いまの並行在来線が現状の線路なりホームを使う竹田委員

という説明を受けました。

僕は、例えば貨物は3番、4番線でそれはどこを使おうがいいと思いますが、この並

行在来線は現在の特急のホーム1番、2番線、そこは技術的なことですから、町長に聞

いてもわからないかもしれませんが、なぜ1番、2番線を使えないのかというのがどう

も理解できません。なぜ5番、6番のホームを使わなければいけないのかというのが、

ちょっと理解できないのでその辺お願いします。

町長。又地委員長

三セクに変わってダイヤ編成をしなければわかりませんが、現時点ですと大森町長

貨物の往復51本が優先される。そして、第三セクターはいまの気動車のところを使う

ということが、いま考えられることであります。これは、 終決定しているわけでは

ないのですが、私も技術的なことはわかりません。気動の車がこの電化のところを通

れるのかどうかもわからないものですから、現実問題、気動車が電化のところを通れ

るとなるとそういったことも可能になるのでしょうけれども、その辺がちょっと私は

技術的なことわかりません。したがって単純に言えることは、いまの状態を使うので

あろうとそのように感じております。

竹田委員。又地委員長

これ以上質問しても、町長からはいま以上の部分は出て来ないと思います竹田委員

けど、ただ一番合理的なのは、いま特急が走っているあの線路をなぜ使う。あそこは

まっすぐですよね、ほとんどポイント切り替えもなくまっすぐこられるのに、わざわ

ざ大平の跨線橋から切り替えて山のほうになぜ入らなければならないのかというそう

いう部分は、逆にポイントがあることによって事故の原因にもなるし、いろいろなト

ラブルの要因になるし、貨物との部分でこれこれでその弊害があって、この線路しか

使えないというならいいのですが、現状、特急が走っている線路を特急がなくなるわ

けですからなぜ使う。今後のこの協議会の中で、ＪＲさんが技術的な分でどういう要

件でどうなのかという部分を、場合によってはなぜそういうことを言うかと言えば、
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場合によっては足の悪いかたでも、この1番ホームであれば何とか乗り入れも、自由通

路はエスカレーターが付きますから、エレベーターも付いているからいいのですが、

ホームに降りる、昇る時は足でなければだめなのです。ですから、そういうことを考

えた時に、やはり町長は常日頃言っている高齢者に優しい福祉都市の木古内町を目指

す町長とすると、万が一のことを考えてそういう 先のホームを選択すべきかと思い

ますので、協議会の中ではその辺の議論をしていただきたいなと思います。

町長。又地委員長

竹田委員とまったく一緒の考えでございますので、そういうことが実現で大森町長

きるのであれば、その方向で進むように努力をいたします。ただ、これまでの列車は

木古内で停まった場合に、次は前のほうに進んでいく。ところが、今度の列車は終着

駅なものですから、次に動くまでずっと停まっていなければならない。その時に貨物

がはたして通らなければいいのですが、こういうこともこれからダイヤ編成の中で議

論されるのではないだろうかと、大いに違うのはそこの部分だと思います。

、 。又地委員長 この議論は これからも協議会が何回か開かれて結論が出ると思います

それで、協議会の中でその辺をいまの話を精査して、そしてこの委員会に報告をい

ただきたいと思います。

ほかにございませんか。

吉田委員。

いまの町長の話の中で、これからの話になるのですが、気動車と電化の部吉田委員

分があるのです、三セクになった場合。確かに町長はいまの気動車が三セクになって

も譲り受けて走るような話をしていますけれども、これは仮に電化の車両1両でもいい

。 、 、 。のです そうしたら 気動車の部分というのは要らなくなってしまいます 正直な話

これはＪＲとの話の中でその気動車を譲ってもらうのか、電化の車両を譲ってもら

うのか、これでまた変わってくると思うのです。ですから、その辺の部分もこれから

の協議の中だと思うので、その辺もしっかり精査していただきたいし、電化になった

らやはり静かで、たぶんそのまま使っていけるので、僕は電化にしてもらったほうが

いいのかなと思うのです。中古車両でもいいのです。維持費の問題でいまの油のこと

を考えると、気動車より電化のほうが絶対維持費は安く上がるのではないかと思って

いるのです。気動車ありきなのか、電化の車両をＪＲから譲ってもらうのかで、また

変わってくると思うので、その辺の精査もよろしくお願いいたします。

町長。又地委員長

先般の協議会で車両につきましては、現在4ページに記載されておりますワ大森町長

ンマン使用の中古車両を譲り受けるというふうに決定いたしましたので、電化という

ことの考えはない。ディーゼル車を購入する。気動車ということです。

いずれにしても、協議会の中で、もう少し頑張ってもらう部分もあろう又地委員長

かと思いますので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。

ほかにございませんか。

東出委員。

簡単なことなのですが、これから予測されるのは当然三セクでやっていく東出委員

わけですから、運賃の値上げはやむを得ないだろうと、それは30％になるか、35％に
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なるかいくらになるかわからないのですが、ただ、木古内－五稜郭－函館間でやはり

、 、 、大事なのは その部分でこれから1市2町の中でも考えて欲しいのは やはり宣伝収入

広告等、やはりこういうようなものも私は必要だと思うのです。住民負担に全てあれ

していくのではなくて、やはりそういう多くを走っている区間での企業さんなりそれ

から、いろいろなかたの、まして今度新幹線が走るわけですから、北関東からこちら

の人方の温泉施設だとか、いろいろなものを宣伝したいものがあると思うのです。で

すから、やはりその辺のいかにしてお金を得るかということも、これからの中で議論

していく一つの私は要素を含んでいるのではないのかと思うのですが、この辺につい

てはどうでしょうか、提言する思いがあるかどうかちょっと確認させてください。

町長。又地委員長

資料にはございませんが、前回の協議会で同様の意見が出され、そのよう大森町長

な方向で進みましょうということになりました。これはどんなことかと言いますと、

出資時に民間から幅広く出資金を集めようと。それで、私は 「 初から30年間で52億、

円も赤字になるところに、出資する会社があるのですか」と、そうしたら、金融機関

だとか様々な道内の企業が応援をするということは、これまでもいろいろな面である

と。したがって、協議会の中では民間に幅広く出資を求めていこうと、このように決

定したところでございますので、別の収入の得かたも、おそらく東出副議長が言われ

ているかもしれませんが、民間からの資金も導入しながら進めるということでござい

ます。

東出委員。又地委員長

大胆な発想で1回テレビに出ていたのですが、いま、ディーゼル車を譲り受東出委員

けるわけなのですが、おそらく外観の塗装もいま走っている色だと思うのです。とこ

ろがどこでしたか、どこかにあったのですけど特殊な車両を作って、例えばここから

函館間ですと海が見え、そして函館山が見えるというようなことで、中をぐるりと改

装した汽車を走らせて、そうして観光客にこういう汽車が走っていますよという、そ

ういう方法でやって成功しているところもあったし、大胆に車両を全面例えば松前－

。 、函館間走っている函館バスありますよね そこには木古内の寒中みそぎを描いたバス

それから知内、松前の城を描いたバス等が走っているのですけれども、やはり収入を

得るためには車両本体もあのような色ではなくて大胆に変えるという、こういう発想

も私は必要だと思うし、いかに通院、通学、通勤だけではなく観光客にも目を引くと

いう、そういう大胆な発想は私は必要だと思うのです。この辺もし、町長発言する機

会があったら、この辺の部分も念頭に入れてもらいたいと思います。

町長。又地委員長

ただいまの発言は協議会の中、あるいはそれ以外でも議論されていること大森町長

、 、 。でございまして まず乗客には2種類あって 一つは地元のかたに多く乗っていただく

これは協議会の中で、北斗市長から提案があったのは、2ページをご覧いただきたい

と思うのですが たくさんのかたに地元のかたに乗っていただくために北斗市では こ、 、「

。」 。 、のほかに駅を新設したい こういう発言がなされました 協議会の中では駅を造って

それは北斗市持ちと、協議会・三セクでは持たないと。あくまでも、北斗市がお金を

持つということで発言がございました。そのあと協議が終わってから北斗市長に 「ど、
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こを考えていますか 」という質問をしましたら 「まず、茂辺地と上磯の間、富川と。 、

か谷川とかあの辺になるのでしょうか。ここは意外と敷地があるので、そんなに面倒

ではなさそうだと、それから七重浜と東久根別になるのでしょうか。そこは住宅が密

集している場所があると、ここを考えているのですけども、少し時間がかかりそうだ

というような発言がありまして、まずは地元の利用者を増やすということが一つ。も

う一点は、いま東出委員からもお尋ねがありましたように、観光客を増やすというこ

とで、観光列車にしようではないかということで、これは今回の協議会では具体的に

話はしておりませんが、常日頃から首長が集まると話題になる点でございまして、例

えば、当別の駅はトラピスト修道院駅とか、釜谷の駅は咸臨丸駅とか、様々な地名を

盛り込んで、そしてまた、列車も東出委員がお尋ねのように外から見て楽しい列車、

中に入っても楽しい列車、こういうものを作っていこうではないかということで、今

度おいでくださる肥薩おれんじ鉄道の参考例や、また山形鉄道というのも非常に上手

くいっているところ。こういったところなど全国には上手くいっているところがいく

つかありますので、開業までにそういう良い例を真似していくということも大事だと

思っております。このようなことを進めながら、これからの第三セクターの協議を進

めていく考えでございます。

ほかにございませんか。又地委員長

私のほうから一点あります。26日の道新の中で町長も随分「補修費用が将来かから

ないように」というような話もコメントしているわけなのですけれども、私が考えて

みますと、五稜郭から北斗市までの間、上磯駅まで考えてみますとトンネルが1本もな

。 。 、 。い 橋梁は何か所かあります 上磯から茂辺地 木古内にトンネルが随分あるのです

あるいは橋梁もあります。それで、副知事も「きちんと施設を整備するようＪＲと交

渉していく」とあるのですが、例えば、橋梁あるいはトンネルの件に関してはＪＲさ

んの主体性に任せるだけの補修というか、そういう形より新聞を見ても受けないので

す。

それで、町内のあるかたから電話が来まして 「木古内、北斗市、函館市、この3つ、

でなんと言いますか検査して歩くと言うか、そういうグループを作って、そうして在

」 、 。 、来線を検査するべきではないか というような話が来たのです なるほどと 例えば

事故が起きて直せばそこは良くなりますが、依然として橋梁だとかトンネルに関して

は、私達もそうですけれども、例えばトンネルの中を歩いてみたりとか、あるいは橋

梁を渡ってみて検査してとかという方法はできないですよね。それで、そのかたはそ

ういうグループというか、そういうものを編成して、そうして2市1町でそういうもの

を構成したらどうなのかという話が来ていたのです。それで、なるほどと。そうでな

いと、どこが良くて、どこが悪いというのはまったく事故が起きてみないとわからな

いでしょうというような気もその人の言うのには、私もなるほどと。その人は、旧国

鉄マンでありましたので、まして線路関係、あるいはトンネルだとか橋梁だとかそう

いう保守のほうにいたかたなので、なるほどという話で私は聞いていたのですけれど

も、そういう例えば、木古内は12ｋｍあるから3人とか、あるいは北斗市は23ｋｍある

から5人とか、函館市は2ｋｍよりないから2人くらいでいいだろうとか、そんな感じの

中でそういうグループを編成するということは必要ないでしょうか。
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町長。

具体的に三セクでのこの手の協議はまだ進んでおりませんが、先ほど申し大森町長

上げました肥薩おれんじ鉄道の社長に伺ったところ、そこにはトンネルがあるかどう

かは聞いておりませんが、全ての施設整備、これらについては 「ＪＲ九州に委託をし、

ている。これが一番安上がりです 」という発言はございました。したがいまして、い。

まお話があったような別の組織、どのような形になるかわかりませんが、その組織が

点検業務だけ専属にやられるのか、あるいはそのほかの設備の整備、あるいは車両の

整備、こういったものも全部やられるのかはわかりませんが、これから協議をする中

で、いろいろと意見交換がなされるものと思います

昔は随分、江差線も木古内－江差間、あるいは釜谷あたりまで冬は雪崩又地委員長

で汽車が停まったとか、雨が降ると崖崩れ、土砂崩れ等で列車が停まったとかありま

したが、 近はあまりないようですけれども、それだけきちんとＪＲさんで整備をし

てきたからだと思うのですが、私は橋梁だとかトンネル、たぶん木古内のうちの行政

区域の中でも結構橋梁・トンネルがあるし、もしそういうものが将来三セクがスター

トしてからどうのこうのとなれば、これもまた大変な負担になるだろうとそんなふう

に思っていましたので、旧国鉄職員のかたから電話をもらった時になるほどとそんな

ふうにも感じていたわけなのですけれども。

ほかにございませんか。

（ なし」と呼ぶ声あり）「

そこで、この三セクに関しての開業に向けて町民説明会なのですけれど又地委員長

も、これはどんなふうに考えているのですか。

町長。

先月行われた骨子の段階でございますので、もう少し議論が煮詰まって、大森町長

皆様方から質問もしやすいような状況になった時が適切ではないかと考えておりまし

て、次の幹事会そしてまた協議会がございますので、その内容を見て判断をしたいと

思っております。

当然、町民に対する説明会というのは、これは疎かにできないことです又地委員長

ので、いま時期を見てということでありますので、その時期を逸しないようにして住

民に説明し、そして理解をしていただくということが必要かと思いますので、その辺

は遅滞のないように取り組んでいただきたいと思います。

（4）ＪＲ江差線(木古内－江差間）の廃止に関すること（1：19：00）

次に、ＪＲ江差線の廃止に関することについてを議題といたします。又地委員長

新井田課長。

ＪＲ江差線の廃止関係につきましては、前回報告以後、正新井田まちづくり新幹線課長

式な協議会は開かれておりません。したがいまして、この場でお話しできるような内

容にはなってございません。いま、事務レベルでここに幹事会という組織がございま

すので、その中で種々前回こちらからＪＲ側に投げかけた条件がございますので、そ

の条件について、ＪＲ側と幹事会のほうで詰めております。ある程度、方向性が出ま

したら協議会を正式に開いていただいて、そこでＪＲの正式な回答が来ると、このあ
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とにそののち委員会のほうにご報告を申し上げたいとこのように思ってございます

皆さん、ほかにございませんか。又地委員長

東出委員。

参考までに大変申し訳ないのですが、いまのＪＲ江差線には、無人であろ東出委員

うが何であろうが各駅舎があって、そこにはトイレが設備されているのですけれど、

それから列車の中にもトイレがあると。今度は、バス運行になるだろうということな

ので、通院それらの人達は特にあると思いますし、また高齢者になるとどうしてもト

イレが近いというようなことで、例えば吉堀から湯ノ岱間ですと、かなり距離があり

ますよね、そこを我慢しなさいと言ってもなかなか大変だと思うし、この辺について

もきちんと高齢者対応の中で議論されているのかどうなのか、トイレという部分につ

いてちょっとお伺いしたいと思います。

町長。又地委員長

現時点では、トイレについての協議はございません。大森町長

東出委員。又地委員長

そうであれば、これからの協議の中で、先ほど言ったようなことを例に出東出委員

して、まさか道路縁をずっと走って行くのですけれども、鶴岡の脇にバスが入ってい

、 。って その人のためにトイレの用を足すというようなわけにはならないわけですよね

ということは、ダイヤを組んで時間内で走っているわけですから、ですから高齢者

対応というところでトイレをどうするかということ。これは、私は一つの大きな問題

点であると思うので、是非これを投げかけてどう対応するか検討の課題にしていただ

きたいと思うのですが、その辺の見解はどうでしょうか。

町長。又地委員長

極めて重要な問題だと理解しておりますので、これから協議会の開催に向大森町長

けまして、このトイレの問題について協議をしたいと思っております。

ほかにございませんか。又地委員長

（ なし」と呼ぶ声あり）「

ないようですので、その他に入ります。又地委員長

3．その他

その他で何かございませんか。又地委員長

皆さん、ございませんか。

（ なし」と呼ぶ声あり）「

ないようですので、以上をもちまして、第7回総合交通体系調査特別委員又地委員長

会を終了いたします。

ご苦労様でした。

終了 午後2時58分

説明員：大森町長、大野総務課長、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
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傍 聴：惣蔵竹治

報 道：函新 小杉貴洋

総合交通体系調査特別委員会

委員長 又 地 信 也


