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会議録 平成27年11月6日(金)場 所 3階 第5研修室

会議名：第3回総合交通体系調査特別委員会

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

手塚委員、福嶋委員、鈴木委員、又地委員

欠席委員：なし

会議時間 午後1時30分～午後3時09分

事 務 局 吉 田、西 嶋

会 議 次 第

1．委員長挨拶

吉田委員長 ただいまから第3回総合交通体系調査特別委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は10名でございます。

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

ので、会議は成立いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は、別紙配付のとおりであります。

総合交通体系の委員の皆様、そして行政、大森町長をはじめ、まちづくり新幹線課

の皆様におかれましては、6月の3日以来の総合交通体系の事務調査になります。

その間、7月に全道の議員研修会も兼ねまして、道の総合交通体系を訪問し、長尾委

員長、志賀谷副委員長、そして渡島選出の冨原道議、そして笹田道議と意見交換を交

えてきました。その中で、今回の調査事項にもありますトレイン・オン・トレイン、

そして及びカートレインに係わる情報の交換、それから9月に入りまして道南いさりび

鉄道の表敬訪問も大野副町長、そして福田課長も交えまして、総合交通体系として意

見交換をしてまいりました。その内容につきましては、今回の資料の中にも載せてご

ざいます。後ほど、福田課長のほうから説明があると思いますので、よろしくお願い

いたします。

連日、道新のほうに今回の道南いさりび鉄道の運賃、その他いろいろな項目が載っ

てございます。それに関して、皆さんの忌憚のない意見を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。

2．調査事項

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

吉田委員長 それでは、調査事項に入る前に、行政側から大森町長のほうから何かご

ざいましたら、よろしくお願いいたします。

町長。

大森町長 きょうは、総合交通体系調査特別委員会の開催、誠にありがとうございま

す。
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少し間が置きましたので、皆様方にお伝えすることなどもたくさんあるかと思いま

すが、とりわけ先般、北海道新幹線の木古内駅に停車する本数について、当町の懸案

事項でございましたので、これにつきまして再度ＪＲ側の考え方を伺うということで、

又地議長にお願いをしまして一緒に、ＪＲ北海道常務小山さんと田畑さんのお二人の

常務とお会いしてまいりました。形は新しく就任をした先方もそうですし、私どもの

又地議長もそうでございますが、新しく就任したということで、表敬訪問という形で

はございましたが、中身は本数10本以上の確保という要請でございました。

その中で、木古内町のご要望に全て答えられないような発言がございましたので、

それは今後どのような形で当町の要望を聞いていただくかということは課題といたし

まして、終わったあとに又地議長に「やり取りをご覧になってどのように感じました」

と言ったら、「7本とか8本とかそういう雰囲気かな」ということで捉えられたようでご

ざいまして、まさにそれであると当町の要請している内容と変わってきます。

これまでは、ＪＲ東日本がＪＲ北海道に入るまでは、まだまだ当町とＪＲ北海道と

いうのは、阿吽の呼吸と言えるかと思いますが、これから発表する前のことでも、い

まお話はできないけれどもこういう方向で進んでいるという類いの内容のやり取りが

できたのですが、いまは全くそういう状態ではないと。考え方によっては、ＪＲ北海

道よりもＪＲ東日本の意向が強く反映しているのではないかというふうに捉えており

ます。こういう中でいま申し上げましたとおり、当町のこれまでの10本以上止めてい

ただくというのが、かなり厳しいようなニュアンスの発言の中で、どのように対応し

ていくかということをこれから考えていかなければならない一つの課題だと思ってお

ります。そういったことなど新幹線のみならず、道南いさりび鉄道につきましても、

まだまだ課題が多いわけでございまして、開業日、そしてまた開業後もこれらに向か

って住民の皆さんに喜んでいただける。そしてまた、経営健全、安全運行、様々なこ

とに向かっていきたいと思っておりますので、皆様方からのご意見、そしてまたご指

導を引き続きお願い申し上げます。簡単でございますが、ご挨拶とします。

吉田委員長 それでは早速、調査事項に入らせていただきます。

（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。

丹野室長。

丹野新幹線振興室長 それでは、調査事項の一つ目としまして、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きまして、

ご説明申し上げます。

資料の1ページをお開きください。

はじめに、青函共用走行問題に関する検討状況についてでございますが、青函共用

走行区間の高速走行の実現に向けましては、平成30年の春に1日一往復の高速走行の実

現を目指す時間帯区分案と並行しまして、すれ違い時減速システム等による共用走行

案及び新幹線貨物専用列車。いわゆる、トレイン・オン・トレインの導入案が検討さ

れているところでございまして、この点につきましては前回の特別委員会でもご報告

させていただいたところでございます。

今年度も引き続きそれぞれの検討会が開催されている状況でございます。このうち、
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時間帯区分案につきましては、5月の28日の第8回の検討会におきまして、新幹線の高

速走行前の線路の状況を確認する確認用車両の具体案につきまして、また10月1日の第

9回の検討会におきましては、国土交通省交通政策審議会の下部組織でございます青函

共用走行区間の技術検討ワーキンググループ、こちらへの検討状況の報告案について、

検討がされたところというふうに聞いております。

次に、二つ目としましてすれ違い時減速システム等による共用走行案につきまして

は、9月の29日の第7回検討会におきまして、すれ違いを防止する新たなシステム構築

状の課題について。また、支障物の有無などに関する軌道上の安全確認方法等につい

て、検討されたところというふうに聞いております。

三つ目に新幹線貨物専用列車、いわゆるトレイン・オン・トレインの導入案につき

ましては、9月15日の第4回検討会におきまして、車両の動力性能について検討された

ところでございまして、今後も引き続き走行安全性や安定性などの課題解決に向けま

して、新幹線貨物専用列車と通常の新幹線車両との基本性能の違いを整理するための

検討がなされるものと考えております。

続きまして、資料の2ページをお開きください。

青函共用走行問題に関する要望活動の実施状況についてでございます。

青函共用走行区間の高速走行の実現に向けましては、今年度も引き続き道が中心と

なって要望活動を行っております。6月の5日と11月の2日、つい先日でございませんけ

れども、道からＪＲ北海道に対する要請活動が行われております。

また、7月には平成28年度国費予算要望中央要請や、整備新幹線関係18都道府県期成

同盟会合同中央要請などが実施されたところでございます。

今後は、今月中にも同じく整備新幹線関係18都道府県期成同盟会合同中央要請、ま

た青函共用走行区間に関する北海道と青森県の合同中央要請が予定されております。

町といたしましては、北海道新幹線建設促進道南地方期成会や北海道新幹線建設促

進関係自治体連絡協議会、こちらに木古内町として参画をいたしておりますので、そ

の一員といたしましていわゆるトレイン・オン・トレインの導入案による解決も含み

ます全ダイヤの高速走行実現に向けた青函共用走行問題の早期の抜本的解決を道など

と連携しながら引き続き、国などへ要請してまいりたいというふうに考えております。

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たいと思います。

又地委員。

又地委員 質問ではないのですけれども、町長と10月14日に、町長のほうからも先ほ

どちょっとお話がありました。木古内町に新幹線を何本止めてもらえるのだろうとい

う話で行ってきまして、田畑常務さんと小山常務さんが対応していただきまして、町

長が先ほど言ったように、新幹線の停車本数に関しては、町長が申し上げたとおりで

す。

最後に私のほうから、トレイン・オン・トレインの話をちょっとＪＲ北海道さんに

投げかけてみました。いままで担当課のほうから説明があったように、ＪＲ北海道さ

んの技術開発に関しては、最大限努力したと。あとは、国政レベルでの話ですという

ことで、大した良い話も聞けないで帰ってきました。いま丹野室長からあったように、
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これからどんな形でトレイン・オン・トレインのうちのこの特別委員会として、トレ

イン・オン・トレインに関しての情報収集なり、あるいは要望等をどんな形で今後も

っていくのか、もっていったらいいのかというのは、皆さんでこの委員会でいろいろ

知恵を出し合いながら、検討すべき事項だろうとそんなふうに思っております。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 いま行政側から説明があった部分は、先の6月以降いろんな技術検討会

だとかワーキンググループ等は開催されていますけれども、具体的に一歩前進したと

いう部分はちょっと確認できないような気がします。

ただ、貨物専用列車トレイン・オン・トレインについて、9月は1回しかやっていな

いのかな。第4回だから4回目ですね。これについても、まだ動力というか安全安定の

確認だとかということからすれば、まだまだ30年以降に1本高速走行するそれ以降でな

ければ、トレイン・オン・トレインについては、触れてもさほど前進するような要素

がないのかなというふうに思うのですよね。その辺行政側として、高度なやはり判断

をしなければならない。議会としても課題だけを投げかけても前に進まないのであれ

ば、やはり少し空白の期間も必要なのかなという気がするのですよね。ただ、並行し

ていろんな運動を含めて、やることによって効果が上がるというのであれば、トレイ

ン・オン・トレインが前倒しできるのだということであれば、これは一丸となっての

やはり行動をしなければないとこういうふうに思うのですよね。その辺、行政側の判

断として、3番目の問題をどのような捉え方をしているのか、その見解をお聞かせ願い

ます。

吉田委員長 町長。

大森町長 竹田委員のお尋ねにお答えをいたします。

この専用貨物トレイン・オン・トレインのみならず、行政としてのスタンスは、と

にかく継続して物事を進めていくと。相手の状況がどうであろうと常に当町の思いを

先方に伝えるということが極めて大事かと思っております。したがいまして、先方が

いまどういう状況にあるかわからないからちょっとやめようかという気持ちは全くも

っておりません。常に伝えていくということでございます。ご承知のとおり、この北

海道新幹線の開業にあたりましても、先が見えない中で随分前から要請活動を続け、

その成果で新幹線が実現したと。

現在でいきますと、私はＪＲの島田社長にも随分以前から申し上げてきたのですが、

青函トンネルの中は全く電波が通じないと。乗ってくると八戸からずっとつながらな

い、東日本ですけれども。八戸からつながらない。これから札幌延伸となっても7割ト

ンネルと。これでお客様をお迎えするスタンスにならないだろうということで、何と

か青函トンネルで電波が通じるように携帯電話が通じるようにお願いしたいと。随分

前からお話をしてきました。その中で、いま少しマスコミでも取り上げていただいて、

こういうことはずっと言っていかなければなかなか伝わらない部分もありますので、

特にこの件につきましても同様に言い続けると、訴え続けるということを続けていき

たいと思っております。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 町長、別にトレイン・オン・トレインのこの行動を停止するだとかと
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そういうことではなくて、やはり前段町長の挨拶にあったように、ダイヤの部分につ

いても3月26日の決定する前から、やはり全便木古内町に停止をしてくれとそういう行

動はずっと今日まで続けてきたわけです。ただ残念ながら先般、10月の14日に訪問し

た際のニュアンスからすれば、10本のうち7本なのか8本なのかというそういう感触だ

ったという。それであれば、高速走行の1本はやむを得ないとしても、9本はぜひ止め

てくれと。そういう行動をやはり移すのが、いま我が町としてやはり専決でないかと

いうふうに思うのです。私個人的にはそう思っているのです。ですから、いまトレイ

ン・オン・トレインも必要だ、一緒にこれをぶつけても二つダイヤもＯＫ、トレイン

・オン・トレインもＯＫというふうにはならないだろうと私は思っているのです。で

すから、逆にいま先行するのはダイヤに集中するとなったらするというふうにやはり

すべきではないだろうかというふうに思っているものですから。ただやはり、10月の

陳情の際のニュアンスからすれば、やはりそのようになるのかなと。それであれば、

どういう手段、陳情を含めてどういう行動を取ることによって、いくらかでも7本のも

のを9本に可能にするような行動と言いますかそれがやはり先決ではないかというふう

に思うのですよね。先の議会懇談会の中でも、結構やはり町民の関心事がこのダイヤ

なのですよね。そういうことからしますと、そうすべきではないかというふうにそう

いう思いも含めてあるものですから、ぜひ町長の高度な判断をお願いしたいと。

吉田委員長 町長。

大森町長 実は、ＪＲ北海道の場合は、役員のかたと随分親しくさせていただいてお

りましたので、これまでも本数の問題については、さほど心配するようなことはない

ようなニュアンスで受け止めておりました。組織が変わりました、少し。変わってか

ら雰囲気が違うなということを感じたものですから、議長にお願いして一緒に行って

いただいたのですが、その際にはまず取締役であります函館支社長、安藤取締役函館

支社長に相談をしました。「何か持って行く、紙を持って行って要請したほうがいいの

か」、あるいは「手ぶらで行っていいのか」。これまでは私は10本止まると信じていた

けれども、どうも空気が違うと。「どっちがいいですか」言ったら、役員のほうに伝わ

って返事は、「木古内町の思いは全て届けてあります」と。「何も持って行かないほう

がいい」と。「持って行くと要請書などを持って行くと、部長とか課長が入ってきて常

務の生の声が聞けなくなるかもしれないよ」と。「だから持って行かないで、木古内町

の議長さんも新しくなった。自分のところの常務も新しくなった。表敬という形で中

で、内容についてお話をしたらどうですか」というアドバイスをいただいたので、そ

のとおり行動をいたしました。しかし、どうも10本という壁は難しそうだなと感じる

のは、新青森までは17本通っていると。しかし、新函館北斗までは13本より来ないと。

この4本という壁は、かなり邪魔をしているように私は受け止めました。したがいまし

て、どうも10本という壁が難しいのかなということをニュアンスとして感じたわけで

ございます。このあとの行動は、安藤支社長にもお話をしてありますが、どうもノー

ペーパーであると十分当町の意向が伝わらないままダイヤの改正・発表となりそうな

雰囲気があるので、現在木古内駅活用推進協議会がありますので、9町の首長と9町の

議長で、私が会長事務局をやっていますので、ここでの要望で大人数で押しかけると

いうことも必要だろうと。これは、安藤さんにも行く前から伝えているのですよ。も
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しペーパーでなしでだめだったら、大人数で行くという行動に移しますからと。

もう一つは、木古内町として議員の皆さんと一緒に要望に行くという二つの道がい

ま考えられます。二つやっても何もおかしくないですし、とにかく早い時期にＪＲ北

海道に私どもの意向を紙でもって伝えると。ということが必要になってくるのではな

いかというふうにいまは思っています。こういったものもこれからの皆さん方との相

談の中で、判断をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 いま町長からこれからの本当にダイヤの行動については、11月中がマ

ックスなのかなという自分ではそう思っているのですけれども、例えばその行動をす

るにしてもあまり時間的な余裕がないという中で、やはりこの辺二本立てでいま町長

が提案した9町連携で行くのか、木古内町単独で行動するかと。その二本立てで行くの

か一本立てで行くのかという部分は、もう方向性。例えば、協議するところはしなが

らも、やはり方向性を決めていかないと日程的な要素もありますから、やはり早くそ

の辺の判断をすべきかなというふうに思います。

吉田委員長 町長。

大森町長 9町に対しましては、公の会ではこのような話はしていないのですが、また

お一人お一人議長のかたとお会いする機会もないものですから、首長にはそれぞれ伝

えてあって、「いま行ってくるので、これがややこしい問題になりそうな時は頼むね」

と。ただ、みんなの都合がありますので、これは都合が悪ければ行けませんので、い

ま私がもし皆さんからどう考えているというお尋ねがあれば、当町の要請書と9町連携

の要請書を二つ作って、一つの時期に行ける人だけが行くということを考えておりま

す。

吉田委員長 鈴木委員。

鈴木委員 竹田委員と町長がいま話された内容は理解した上でお話をさせていただき

ますけれども、要するにダイヤと本数の最終決定。こちらは、まだ決まっていないわ

けですよね。いつに発表するということは、まだ決まっていないわけですよね。一応、

そちらが要するにいまのお話をされているゴールだと思うのですけれども、町長も先

ほど一本・二本なり要請をみんなで伺うという部分の方向性はわかりましたけれども、

町単独で行くのか、それと9町と連携して要請。そちらもわかったのですけれども、い

まの結果をちょっと冷静に考えますと、しっかりとした木古内町としての意思表示が

伝わっていなかったのではないかなと個人的に思ったところであります。確かに町長

のおっしゃるように、いままでいろいろやり取りをされて、その中で、内々で10本で

あると。ですが、ＪＲさん側の組織の変更もあり、なかなか苦労をされていると。一

応、そちらのほうも理解はできたのですけれども、そうしたら一本・二本という部分

プラス私としましては、町民の声も巻き込んで。例えばですが署名運動、それぐらい

の皆さんの声を集める。例えばですけれども、それぐらいの意識を持って木古内とし

てはもっともっと意思表示をしていかれるほうが私はいいのかなと。いまの結果は要

するに、意思表示が伝わっていなかったのかなと思っていますので、これから短い間

ですがしっかりと意思表示をされることが大切だと思っております。以上です。
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吉田委員長 町長。

大森町長 意思表示という形になりますと、全く誤解だと思います。これだけ長い年

月を経て、ずっとこのことについて伝えてまいりました。当町は特急列車が10本走っ

ているうち、全て止まっていると。この中で新幹線が走ることによって、本数が減る

ということについては、利便性を損なうという観点から、当町のみならず木古内駅を

使う大勢の皆さんに不利益が被ると。当町は、新幹線が走るということで、三セクで

す。ＪＲ江差線のＪＲ北海道の切り離し、これも認めた上で判子を押しているわけで

すから。ＪＲ北海道に如何にこれまで協力をしてきたパートナーとして、それだけの

誠意は見せてほしいというのが十分伝わっているはずです。ただ、それはこれまでの

歴代の役員であって、このいま新しく体制が変わった。それもＪＲ北海道の中だけで

の改正ではなく、外からの新しい血が入ったという改正の中で、極めて当町との関係

に十分思いが伝わらなくなりそうだなという気配を感じたものですから、それで気配

を感じた時点で議長にお願いをしたという状況でございまして、決して相手に物事が

伝わっていないという変な誤解だけはしないでほしい。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 いまの竹田副委員長とちょっと被りますけれども、基本的にはあともう3

月を迎え、その中でいまこういう形で、行政のほうからご報告をいただきました。そ

の辺は、理解はちょっとします。

しかしながら、やはり足踏みをすることなく、町長もだいぶご苦労されていますし、

その辺は本当に十分理解しております。

しかしながら、いまの利便性云々含めて、我が町の優位性に立つことも含めながら

考えますとやはり、もうちょっと何とかできる範囲でまたご尽力をいただきたいとそ

んなふうに思っています。

あと、ちょっとラインから外れるのですけれども先般、新幹線の安全性に関して今

別方面でいろいろ事故があって、いわゆる安全対策云々ということで、これも非常に

新幹線ばかりではなくて、いろんな絡みが当然出てくると思いますけれども、いまい

まいろんな例えばケーブルカー云々だとか増幅するとか何とかという話が出ていまし

たけれども、わかる範囲でその辺の状況はいまいまどうなっているかちょっとお聞か

せ願いたいなと思っています。

吉田委員長 トレイン・オン・トレインのことで9月でしたか、北海道新幹線知事フォ

ーラムが町長も出席をされて、私も又地議長の諮らいで出席をさせていただきました。

その中で、新幹線フォーラムですので中身的なのですけれども、ちょうどＪＲの社

長だとか知事も前にいる席に引っ張って行かれたものですから、たまたま道の総合交

通体系の長尾委員長がすぐそばだったのです。それで、トレイン・オン・トレイン7月

に行った時に、「木古内はやはりこれに力を入れていきます」という話をしたら、10月

の31日に国のほうにその関係も含めて、道の総合交通体系で陳情に行くという話をチ

ラッと。「その中身については、後ほど連絡します」ということで、後ほど来ると思う

のですが、そういう関係で先ほど又地議長のほうからも話をされたように、いまトレ

イン・オン・トレイン、そしてカートレインに関しては、もうＪＲからすっかり国の

国策のほうに、もう移りつつあると。もうこっちのほう道に行ってもＪＲに行っても
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なかなか動きが取れないという状況の中で、やはり国のほうに要請活動をしないとこ

の件につきましては、北海道新幹線開通後15年を10年に札幌延伸ということになりま

すよね。そうしたら、もう当然高速走行を青函トンネル内はしなければならないとい

う課題が突きつけられてくると思うのですよ。それのもう1本トンネルを掘るだとか、

先進導坑にもう1本通すとかといういろんな話題はあるのですけれども、やはり当町と

して将来を見通した感じで、一番重要なところがそこになってくるのかなと。

いまそういう関係で、なかなか当町の総合交通体系でもトレイン・オン・トレイン

の関係について先般、議長の諮らいで今別町にもやはり働きかけをということで、担

当課に要請したのですが、今別町はいま新幹線の開通と来年議会の選挙があるという

ことで、なかなかいまその話にはできないということで。ちょっとそういう関係で盛

り上げようと思っているのですけれども、そこら辺の取り組みの仕方を今後木古内町

としてどうやっていったらいいのかなというのがこの総合交通体系の委員会も担当課

もそうだと思うのですが、ここら辺どのように地道にやっていくのがいいのか、国に

やはり全員で押しかけるというのもどうなのかなという気もするのですが、そこら辺

の陳情の仕方というのはどう考えているのかなと気がしていますが。

丹野室長。

丹野新幹線振興室長 陳情の要望の関係ですけれども、先ほども申し上げたとおり、

北海道新幹線の建設促進道南期成会、あるいは関係自治体の連絡協議会等の一員に木

古内町もなっておりますので、そういった中で要望をしながら情報収集を進めていく

と同時に、単独で必要があれば国のほうに要望していくという道もあるかなというふ

うには思っております。

吉田委員長 わかりました。

竹田副委員長。

竹田副委員長 いま委員長のほうから、いままでは木古内町議会としてもＪＲ北海道

がこの方向性を出さないと実現はしないだろうと。ＪＲ北海道とすれば試作車まで作

ってまでもやっているという。もう実現がすぐ目の前にあるという我々もそういう受

け止めをしていたのですけれども、それがＪＲ北海道ではなくて、目先が今度は国に

対して国の動向でこのトレイン・オン・トレインが決まるというのであれば、やはり

再度みんなと議論をしないと。私達はＪＲ北海道に取りあえずは要請すればいいと思

っていたのだけれども、そうではないとすればやはり北海道を含めて一緒になって、

例えば国への要望というふうになるものだから。その辺は、行政側も国のほうに方向

転換したというそういう捉え方でいいのかどうなのか。

吉田委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 先ほども説明したとおりなのですけれども、国に対する要望だ

けではなくて、ＪＲ北海道にももちろん要望はしています。それは、道をはじめとし

て木古内町も含めた自治体の協議会等でも、ＪＲ北海道・国に対して要望してきてい

るということですから、木古内町としてというか国のほうではいま青函共用走行問題

に関して、短期的には時間帯区分案でいくということは決まっていますし、中長期的

な課題としてその中の一つとしてトレイン・オン・トレインがありますので、きちん

と順序立てて要望していかないと解決の道というのは、早まらないのではないのかな
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というふうに思っていますし、そこのタイミングというのはきちんと見極める必要が

あるのではないのかなと思っています。それは、そのＪＲ北海道から国交省に切り替

えるという話では私はないと思っていますし、両方に引き続き先ほど町長もおっしゃ

ったように、継続してやはり要望していくということが重要なのではないのかなと思

っていますので、今後もそういった団体含めて活用しながら町としても要望を続けて

いくということはやっていかなければいけないかなと思っております。

吉田委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時05分

再開 午後2時12分

（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 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、2番目に入ります。

道南いさりび鉄道の運営及び経営状況に関することであります。これは、福田課長

のほうからですね。

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（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。

はじめに、道南いさりび鉄道株式会社関することについて、ご説明を申し上げます。

資料の3ページをご覧ください。

はじめに、本年9月17日ですが、この特別委員会において道南いさりび鉄道本社へ視

察に行っております。

場所は、本社の会議室でございまして、特別委員会からは吉田委員長ほか6名、道南

いさりび鉄道株式会社からは小上社長以下3名が出席してございます。

内容は、道南いさりび鉄道株式会社の概要説明の後、意見交換を行っております。

当日欠席された委員のかたもいらっしゃいましたので、会社概要につきましては5ペー

ジから13ページの資料1をご覧ください。

この時に出された意見交換ですが、貨物列車の運行について、農産物等を運ぶ物流

の根幹だということで、物流の重要路線であるということをもっとＰＲすべきだ。あ

るいは、子どもが喜ぶようなイベントを開催して、利用促進を図るべき。あるいは、

学生に配慮した料金設定をお願いしたい。こういった意見が出されていたところでご

ざいます。

次に、鉄道事業の認可でございます。申請は、本年3月27日でございまして、6月29

日に国土交通大臣から第一種鉄道事業の許可状が交付されております。

次に、旅客運賃上限設定認可申請でございます。10月26日に、北海道運輸局に申請

をしてございます。資料の14ページ、資料2をご覧ください。営業キロごとの運賃区分

でございますが、これは現行のＪＲ北海道の区分では、10ｋｍまで3段階となっている

運賃区分を4段階にいたしまして、駅間距離が短いほど運賃区分の刻みを小さくしてい
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ると。駅間距離が長いほど大きくして運賃が上がりすぎないように、木古内からであ

れば距離が遠いので大した影響はないのですが、距離の短い七重浜・久根別等から乗

った場合影響が出るということで、そこに配慮した区分になってございます。

16ページをご覧ください。これは、普通旅客運賃表でございます。木古内－札苅間

右下ですけれども、これは現行のＪＲ運賃210円から220円となります。上昇率は104.8

％、上段ですが木古内－五稜郭間は840円から960円になりますので、114.3％の上昇。

その他の区間は、概ね130％程度の上昇ということで、道南いさりび鉄道の経営区間内

は、経営計画に謳われてあります1.3倍程度の値上げとすると。この計画通りの運賃設

定となっております。

17ページをご覧ください。通勤定期旅客運賃でございます。こちらも同様に、概ね1

30％の上昇率ということになってございます。

資料の20ページをご覧ください。乗継割引運賃の設定でございます。ＪＲ北海道の

函館－五稜郭間といさりび鉄道を乗り継ぐ場合は、いさりび鉄道とＪＲ北海道が協力

して乗継割引運賃の設定を予定しているということでございます。

21ページをご覧ください。上段の普通旅客運賃で木古内－函館間は、現行運賃（Ａ）

覧ですが840円、これが乗継割引運賃前の運賃（Ｂ）覧です。これは、1,170円という

ことで、上昇率が139.3％ということになります。しかし、乗継割引後の運賃Ｃですが、

これが1,110円ということで、60円の割引で132.1％の上昇率ということになってござ

います。

また、久根別－函館間、3行目です。3行目につきましては、上昇率が204.3％、これ

が乗継割引前の上昇率ですが、乗継割引を設定することによりまして、上昇率が147.8

％に押さえられているということでございます。同様に通勤通学定期につきましても、

乗継割引を設定し、上昇率を150％以内に抑えることとしてございます。

次に、資料の3ページに戻りまして、今後のスケジュールでございますが、今後につ

きましては運賃割引制度、列車運行計画（ダイヤ）でございますが、これらの届出等

の手続きを経て、平成28年3月26日の開業を目指すということにしてございます。

それから、道南いさりび鉄道の開業ＰＲ等の活動についてなのですが、当町の夏ま

つり咸臨丸まつり、あるいは先日の産業まつり。これらのイベントに小上社長以下役

員・社員の方々が来町されまして、ステージから開業のＰＲ、あるいはティッシュや

内輪の配布。こういったものを行いまして、開業をＰＲしているところでございます。

次に、道南地域（五稜郭・木古内間）第三セクター鉄道開業準備協議会について、

ご説明をいたします。

第9回道南地域（五稜郭・木古内間）第三セクター鉄道開業準備協議会が10月上旬に

書面総会という形で開催されてございます。議題につきましては、道南いさりび鉄道

株式会社による北海道運輸局への旅客運賃上限設定認可申請の件ということでござい

まして、経営計画に沿った内容でございますので、全ての構成員が合意してございま

す。

次に、4ページをご覧ください。利用促進協議会の設立についてでございます。

はじめに、協議会の設立の目的でございますが、沿線の3市町が連携し、道南いさり

び鉄道のマイレール意識を醸成し、利用促進に向けた具体的な行動を通じて地域振興
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を図るというものでございます。

構成につきましては、沿線3市町が職員及び地域おこし、まちおこしの活動に従事し

ているかた等の中から推薦するメンバーによって組織するということにしてございま

して、各市町5名程度のメンバーを選出し、任期は2年程度を想定してございます。

事業の内容につきましては、マイレール意識の醸成、地域の創意を活かした活動の

実施、道南いさりび鉄道の開業記念行事の実施、地域の魅力発信等を行うこととして

ございます。

経営計画でございますが、これは利用促進協議会は経営計画に基づいて、これは設

立するものでございますので、その根拠となる関係部分を記載してございます。

次にその他でございますが、協議会の事務局につきましては、当初は木古内町とす

る方向で現在調整中でございます。そして、アドバイザーにつきましては、株式会社

日本旅行に参加していただきまして、鉄道を活かした観光、地域活性化などについて

助言をいただくということを考えてございます。また、オブザーバーでございますが、

これは北海道、それから道南いさりび鉄道株式会社が参加することを想定してござい

ます。以上で、資料についての説明を終わります。

吉田委員長 ただいま説明が終わりました。質疑を受けます。

ちょっとないようなので、私のほうから1点いいですか。いま利用促進協議会の設立

ということで、まちおこし活動に従事している方々の中から推薦するメンバーと。も

う具体的にある程度決まっていると思うのですが、そこら辺の考え方です。任期2年、

これはどういうふうな組織になっちゃうのかなと思うのですけれども。ちょっと具体

的にその組織の説明をお願いします。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 この構成については書いているとおり、まちおこし活動ある

いは地域おこし等に従事している、また関心があるというかたを選定しましょうとい

うことで、要は官民あげて任意の組織としていさりび鉄道を盛り上げていきましょう

という組織ですので、私どもとしては想定しているのは、例えば商工関係者。やはり、

いさりび鉄道と関わりの出てくるであろう、あるいは観光、あるいは産業。一次産業

従事者の例えばかたの中から、いろんなアイディアをいただいていきたいと。それは、

木古内町の特産品等を活かしたようなアイディアも含めて、こういった中に入ってい

ただきたいと。また特に若いかたですとか、あと女性のかた。やはりこういった方々

に、いさりび鉄道の関わりについて、様々なアイディア・提言等をいただきたいと思

っていますので、そういった委員の選定にしてまいりたいというふうに考えてござい

ます。

吉田委員長 今回、道新なのですがつい先日も出ていましたよね。如何に木古内町で

降りていただくと。そして使って、道南いさりび鉄道新幹線そのまま新函館北斗まで

行ってしまうのではなくて、良い記事だったので私もちょっとすごい引っかかってい

たのですよ。そして、1時間時間はかかるのですが木古内で降りて、料金新函館駅から

ライナー何々に乗って函館に入る場合と、いさりび鉄道を使っていった時の料金がす

ごい安くなるのですよね。そういうことを考えると、こういう組織というのかいろん

な企画が出てくると思うのですよ。だから、そういう意味でも日本旅行さんが入って
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アドバイザー的になるのはいいのですけれども、そういうことも考えて。ただ、オブ

ザーバーも北海道、道南いさりび鉄道がオブザーバーになって、事務局が木古内、北

斗市はどうするのだという感じもあるのですよね。そこら辺が木古内で事務局をもっ

てやるというのか、そこら辺沿線の木古内だけがマイレール意識の感じの基でやるの

か、そこら辺がちょっと見えないのでもう一度説明をお願いします。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 少しその部分は説明不足でございました。これは、2年間と

いうのは事務局をもつ期間を2年間、委員さんの任期も2年間ということで、これは函

館・北斗・木古内。この沿線3市町で組織するということで、事務局も2年ごとに変わ

る。それぞれ北斗に変わり、函館に変わり、また木古内に戻ると。こういうような形

で、委員の選任もそれぞれの函館・北斗さんも5名、合わせて木古内で15名の委員の構

成で関わっていきたいという組織でございます。

また、いま委員長がおっしゃられました函館に行くにあたっての新幹線利用した場

合、木古内からいさりび鉄道を利用した場合。あるいは、新函館北斗から函館ライナ

ーを利用した場合、ここで560円程度の料金差額が出るというふうなことも捉えており

ますので、そういったものもきちんと上手く対外的なＰＲもしつつ、いさりび鉄道の

利便性ということをＰＲしていきたいなというふうには思っております。

吉田委員長 それが、先ほど料金設定で一番大事なことになってくるのかなと、先ほ

ども議論があったのですけれども。そうなると、もっとこの道南いさりび鉄道の魅力

というのが出てくるのかなとすごい期待をしているのです。その辺も加味しながら、

今後あたっていただきたいと思います。

ほか。

平野委員。

平野委員 1点だけ。事務局を承った場合には、この木古内町としてはどちらの課が担

当されますか。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 事務局につきましては、私ども三セク鉄道、この協議会等の

担当は私どもですので、まちづくり新幹線課が事務局になるということになります。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 そこで、いま北斗・函館と順繰り回りながら2年づつやるというお話でした

けれども、いま現在私が見る限りまちづくり新幹線課の抱えている仕事は非常に多く、

確かにこのいさりび鉄道は非常に大事な部分でございます。ただ、それ以外の非常に

詰まっている仕事、新幹線開業に向けた人口減少を含むやらなければならないことを

考えますと、非常に重荷になるさらなる重荷になるのじゃないかと心配しますので、

最初は木古内じゃなくて他市町に頼るという意味ではなくて、事務負担の軽減を考え

て、木古内以外の場所に最初やっていただくということはできないでしょうか。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 事務局についてでございますけれども、ここの件につきまし

ては、現在立ち上げに向けて3市町で協議を進めているところでございます。

新幹線駅ができるということで、新幹線利用者の取り込み。こういったものも木古
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内町としての特色として一つございますので、そういった経緯もある中で、木古内町

でまず最初の事務局はお願いしたいというような函館・北斗市さんの意向もあるとい

うことでこのような。また当町、観光交流センターもオープンして、やはりこことの

関わりというのも出てくると思います。そういったいろいろな状況も十分考えた中で、

最初は木古内町というようなことで、現在進めているという状況ですので、ご理解願

いたいと思います。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 ほかの仕事に支障が出ませんか。大丈夫ですか。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 大丈夫ですと言いますか、頑張ります。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 このいさりび鉄道の認可が下りて料金がこういうふうにいまなります

よということで、いまの説明を含めてあったのですけれども、やはりいさりび鉄道の

区間は木古内－五稜郭。町民が知りたいのは、木古内－函館、乗り継ぎ含めた部分の。

それが、例えばこういう新聞記事等でも一覧になってでも五稜郭止まりなのですよ。

ですから、高齢者のかたがそれを見れば「今度函館まで行かないのだ」というそうい

う錯覚もこれあり。ですから、我が町としていさりび鉄道をＰＲするには、五稜郭の

上も乗り継ぎを含めればいくらですよと。ですから、それが得かどうかと言っても現

在より高くなるわけだから、そういうものをきちんとやはり表示すべきだと。

ただ、きょうは町長がおりますから、交通体系でどうこうという議論ではなくて、

議会の場での議論になると思うのですけれども。年が明ければ一応改選期ということ

からすれば、立起表明も前回の議会の中でしているわけですから、来年の予算は骨格

ではないだろうというふうに私は思っているのですけれども、そうすれば当然このい

さりび鉄道の学生に対する例えば定期。この問題等について、町長の高度な政策が出

てくるものと期待をしている一人として、きょうは町長の答弁は当然できないと思い

ますし、しないと思いますけれども、それらも含めて十分学生に対する支援策を十分

内部検討していただきたいということをお願いして終わります。

吉田委員長 ほか。

又地委員。

又地委員 1点だけ。旅客運賃の部分で、16ページは五稜郭までより出ていないのです

よね。例えば、函館までの料金は1,110円になりますよね、割引を入れて。この函館ま

では1,110円ですよというのを町民に知らせないとだめですね。例えば、五稜郭は960

円、函館までは1,110円ですということをきちんと教えないとだめだ。これはたぶん決

まりだと思うのです。決まりであれば、極力早い時期に町民に知らせると。これは、

五稜郭－函館－五稜郭までではなく、全ての駅だ木古内発の。その料金は早く知らせ

ないとだめだ。その辺をお願いしておきます。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 先ほどから吉田委員長もお話をしているとおり、先日の道新さんの記事で

す。ここにいる道新さんが書かれたのか素晴らしい記事で、いさりび鉄道が新函館北

斗－北斗函館で下りるよりも木古内で下りてもらうための取り組みをしましょうと、



- 14 -

料金も570円安いですし。その中で再三、町長におかれまして、観光列車としての価値

観を付けると。道からも予算が出ましたし、シートもいまの90度ではなくて、もう少

し座りやすいシートにするだとかという話はきのうの町政懇談会でしたか、話をされ

たのは。確かそうですよね。そこではじめて聞いたのですけれども、そういう具体的

な取り組み。この利用促進協議会はどちらかと言えば企画的なものが多いのだと思う

のですけれども、この促進協議会についてもそのような人を乗り合わせるための企画

だったり、どういう整備をするかということも検討される会だと思いますけれども、

当然ながら新幹線、いさりび鉄道の開業、若しくは新幹線の開業と同時にそれが執り

行われているのが理想だと思うのですけれども、この協議会のスケジュール。そして、

この協議会の内容がこの道南いさりび鉄道の中にどのような形で反映されて、実際道

南いさりび鉄道は内部の企画でしたり、そういうことをいつ頃どういう形で発表して

我々の周知になるのかというスケジュールを具体的にいまわかる範囲でお知らせいた

だきたいと思います。

（「関連」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 鈴木委員。

鈴木委員 いま平野委員が話された内容プラス設立日、設立にあたってまでの経緯を

わかる範囲で一緒にお答えしていただければと思います。よろしくお願いします。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 まず順番にいきますと、まず設立にあたっての経緯というこ

とでございますが、これは経営計画にあります利用促進に関する事項。これに基づき

まして、3市町あるいは協議会の事務局で。協議会というのは、第三セクター鉄道開業

準備協議会です。この協議会の事務局である道庁、この4者の中でこの経営計画に基づ

いた地域の沿線の3市町のこういった応援組織を作りましょうということをこれまで検

討してきたところでございます。その結果がこういったいまの説明になっていると。

それから今後のスケジュールでございますが、今月中にはまず組織の立ち上げをし

たいというふうには考えてございます。開業記念行事の実施等、年度内にやらなけれ

ばならない協議会の活動目的もありますので、そのように考えております。

また、この利用促進協議会はそれぞれの市町の意見・アイディア、それぞれ町がお

かれた状況というのは違うと思います。函館市であれば観光客の取り込み、北斗市で

あれば通勤・通学客が圧倒的に多い、木古内町であれば通勤・通学は基より新幹線の

駅の二次交通という役割。こういった違いもありますので、そういった立場の中から

様々意見をもらって、それを道南いさりび鉄道にオブザーバーとして入ってもらいま

すので、その営業活動の一環として取り入れるものは取り入れてもらう、またこの協

議会独自に活動するものは活動する。このような形で協議会については、今後進めて

いきたいというふうに考えております。

また、今年度開業までにだいたい想定しますと、3回程度は協議会を開催しなければ

ならないだろうなと。また、来年は新年度については、それらのことも踏まえまして、

3回・4回程度開催をし、またこの協議会だけではなくて、地域の皆さんに三セク鉄道

・いさりび鉄道というものを理解してもらうための何か催し等もその中に入ってくる

のだろうというふうに、いまはまだ設立していませんので、大雑把なことしかこのよ
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うにお話できませんけれども、今後詳細がわかれば改めてまたご説明をさせていただ

きます。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 いさりび鉄道の細部の企画だったりのいま現状もしわかっている範囲があ

れば。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 いさりび鉄道の細部の企画。それで、3,500万円は道の補助

でございますが、これは道南いさりび鉄道に対して補助されて、道南いさりび鉄道が

車両の改造を行うと。想定されるまだ決定はしてないわけなのですけれども、想定さ

れるものはやはり外装・ラッピングということで、外装の塗装です。あとは内部の椅

子、弁当を食べてもらうのに現状の椅子では狭いということで、着脱可能なテーブル

を設置してもらうとかそういった改造等につきましても、いさりび鉄道内部ではいま

議論を検討を進めている状況でございますし、またこの協議会の中からより良い案が

出されればそれはそれで検討材料となっていくのだろうというふうに考えております。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 いま言われた今月中に協議会を立ち上げて、もしかしてその中の意見が反

映されればそれも使われるということで、いま現在椅子等ラッピングもそうですし、

椅子もまだ決まっていないということですけれども、開業までにはこれは間に合わな

いという認識ですか。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 開業までにということですが、この9両はＪＲ北海道から車

両は譲渡を受けます。これは、開業前日まではＪＲ北海道が運行しているという状況

ですので、9両譲渡後いさりび鉄道が3月の26日に譲渡を受けて、そのあとそのうち1両

なのか2両なのかこれを改造していくということで、残念ながら開業には間に合わない

状況というのは物理的に考えて仕方がないというような状況です。

吉田委員長 いまの関連の質問なのですけれども、先日道南いさりび鉄道に訪問した

時の話で、車両の余裕がないというのが話をされていたのですよね。それで、いろん

な企画があるのですけれどという話をしたのですけれども、その中でいまの話になる

ともう椅子も改造してそういうふうなことが可能になってきたということなのか。あ

の時の説明は何だったのかなというのがちょっと疑問になってしまうのですけれども。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 いまのご質問は、日々の車両のやりくりだということだと思

います。車両については毎日点検すべきもの、あるいは定期的に点検すべきもの、こ

れが国土交通省の基準です。定まっているということで、その中で車両センターに入

って定期点検をしている日は、その車両を使えないということで、車両のやりくりが

出てくる。常に9両が全部走れるという状況ではないということで、やりくりという言

葉が出てくるのですが、そういう中で2両程度のラッピングと改造をした車両について、

最大限活用していくということでございます。

吉田委員長 ほか。

竹田副委員長。
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竹田副委員長 この三セクに対して再三発言してきたのですが、新幹線との乗り継ぎ

を含めたアクセスで、料金体系も安くなるしというそういうＰＲをしていくと。その

逆をとれば、それじゃその利便についてはどうなのだろうという部分がやはりまた出

てくるのですよね。確かに新幹線の乗降、乗り降りは心配ないです。障害者もエレベ

ーターもありますし、そういう設備がありますから。ただ、そうすればいさりび鉄道

の玄関には「障害者は利用できません」というふうなＰＲになってしまうのかどうな

のか。障害者のかたであっても、例えば何らかの形で車椅子でも人力で例えば乗せて

あげますよというようなそういうサービスまでいくのかどうなのか。その1点だけ、確

認だけします。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 いさりび鉄道の木古内駅に関しましては、通常1名、あるい

は車両運行管理者です。こういった形で2名の配置があるというようなことでございま

して、これにつきましては駅業務は一切できない。運行業務、それから駅構内の管理

業務ということでございます。ですので、いまご質問にありました障害のあるかた等

の対応です。これにつきましては、いさりび鉄道のほうとも今後協議をしなければな

りません。例えば、想定されるものとしては、例えば町内のボランティア団体なり、

協力をいただけるようなところにお願いするというか協力をしていただくとか、何か

方策がないかということは今後いさりびと協議をしてまいります。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 そういう方向性でもっていくのであればもっていくようないまからき

ちんとやはり相手もあるわけですし、そういう部分にしっかりとした部分で内容を検

討していただきたい。

それとやはり、これも再三言っている桟橋というか階段周辺の腐食。最近、ＪＲに

乗りましたか。乗っていないでしょう。ホームというか階段を下りて、先日もちょっ

と階段を下りてホームまで出てきたけれども、やはりあの錆・腐食。ちょっと風が吹

けば錆の塊が降ってくるのだよね、あそこ。そういう実態だということを踏まえて、

より快適ないさりび鉄道になるように、やはりそういう努力をしてください。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 私のほうから1点ちょっと。この利用促進協議会の設立の中で、事業とい

う項目がありますよね。一応4点ほど掲げていますけれども、この道南いさりび鉄道の

開業記念行事の実施という名がありますけれども、これはどんなタイミングでどんな

規模なのかというようないまいまわかればちょっとお話をいただければ。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 これにつきましては開業記念行事ということで、道南いさり

び鉄道につきましては、最小限の人員配置ということで、開業当日記念式典は別に行

われることにはなるでしょうけれども、開業記念行事ということになりますと、職員

をなかなか割くことはことはできないということで、このいさりび鉄道開業というこ

とを世にＰＲするということも含めまして、この3市町で構成するいさりび鉄道の応援

組織がそれぞれの町で駅で開業を祝う。対外的にＰＲする。例えば、昨年の江差線の

廃線の時に大漁旗を振った、例えばそういったイベントをやりました。例えばそうい
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ったことですよね。それを今後、協議していきましょうということです。

吉田委員長 鈴木委員。

鈴木委員 9月17日のいさりび鉄道の訪問の時にちょっと言えなかった質問がありまし

て、こちらの資料1なのですけれども、こちら視察の時に説明させていただきました。

この中で、やはり運行赤字が発生する見込みとなっているという部分で、赤字の部

分の実質負担額が出てくるわけでございますが、一般の会社であれば赤字となってお

ります。では、その次に何人お客様が乗ればどれぐらいのサポーターがいれば、そう

いう目標を設定。実質そういう数字を出して、黒字運営をするのが通常の会社企業だ

と思うのですけれども、ちょっとそこの部分でこの資料には一切乗っていませんので、

一応実質負担も考える中で、一応町として新しい協議会を通してなのかその声をこち

らの運営側にぜひとも届けていただいて、黒字までの目標。乗車人数であったり、そ

の辺の資料を作っていただいたほうがおそらくいいのではないのかなと私個人的に思

います。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 いまおっしゃっているのは、10ページの今後10年間の公共負

担が23億になると。ここの部分だと思います。

これにつきましては、ＯＤ調査等を実施して、実際の乗降客の状況を把握して、ま

た今後においての沿線地域の人口の推移。こういったものも勘案してのいさりび鉄道

の収支を推計したものでございます。

あと、いまの黒字になるための目標ということで、乗客数の確保等につきましては、

何千人という単位にたぶんなるだろうと思っていますけれども、いさりび鉄道のほう

にちょっとお願いして作ることは可能ですので、そういった形でまたこの協議会のほ

うにも見せていきたいなというふうに思います。

吉田委員長 ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 道南いさりび鉄道に関しては、これで終了したいと思います。

（3）その他

吉田委員長 あと先ほどもありましたが、その他の部分でもし質問があればお願いい

たします。

新井田委員。

新井田委員 先ほどちょっと間違いで大変失礼しました。

新幹線云々あるいは第三セクター、いずれにしても先ほど何回も言いますけれども、

安全面では第一主義で当然やらなければいけない部分だと思いますけれども、新幹線

に関してはやはり本州とトンネルの中で先般、いろいろちょっと事故等がありました

中で、いろいろ改善点が出てきていましたよね。そういう中で、いまちょっと行政の

ほうで掴んでいる状況をちょっとわかっている範囲でお知らせしてもらいたいなと思

います。

吉田委員長 福田課長。
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福田まちづくり新幹線課長 いまのご質問は、例えば新幹線の試験走行で今別でのポイン

トの切り替えというようなことだというふうに思います。これにつきましては、新幹

線の電圧が2万5,000ボルトということで、2万ボルトの通常の在来線の電圧。これとの

切り替えがスムーズにいかなかったというふうに伺ってございます。これについては、

事故等ということではなくて、ポイントが切り替わらなかったという事象を踏まえて、

ＪＲ北海道のほうでは対応策。きちんと対応していくものだろうというふうには、思

っております。

また、いさりび鉄道のほうなのですが、こちらは安全対策については、こちらは昨

年に引き続きまして、安全アドバイザリー会議です。これを継続して、開催してござ

います。

昨年度は主に、トンネル・橋梁・レールのハード部分です。ハード部分を主に現地

調査をした上で､点検すべき修繕すべき箇所を特定して、ＪＲに伝えるということまで

やっております。

今年度につきましては、ソフトの部分。会社としての安全管理・規定の設置ですと

か、あるいは組織体制。こういったものをどうすべきなのかということを議論されて

いるというふうに伺っております。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 わかりました。やはりもう一つ、新幹線絡みではポイントの切り替えも

含めた中で先般、火事騒ぎというような部分がありましたよね、煙が出て。避難した

という経緯があった中で、いろいろ新聞・マスコミ等では、いろいろ国の単位でこう

しなければならない、ああしなければならないというような部分が出たはずなのです

けれども。その後の進展というか、例えば先ほどちょっと言いかけましたけれども、

ケーブルカーの増幅を考えているだとか、当然人の流れがもう300とか500とかという

ような人になるわけで、その辺のやはり我々としては最初に止まるこの木古内の駅と

いう感覚の中では、やはり青森側・木古内側と当然あるのですけれども、その辺をど

ういうふうにそういう事例を参考にした中で、どんな形で対処していくのかないうの

は非常にやはり気にかかるところですし、あってはならないことなのだけれども、万

が一そうなった場合の町として、あるいは木古内側である程度発生。それなりの事故

とか発生した場合、行政として何かしら手立てを考えているのかなとそんなふうにち

ょっと思っているものですから、その辺はいまいまどうでしょう。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 有事の際は、町の協力態勢というようなご質問かと思います。

これにつきましては、例えば札苅の脱線事故等の際は、札苅みらい館ですか。例えば

あそこですとか、鋼板の重機が歩くための線路に入るための敷板です。こういったも

のを敷設する際の用地の協力ですとかといったことでの対応はしたというふうには伺

っています。という中で、例えばＪＲさんのほうとも自然災害等で以前にもありまし

たけれども、大雨で列車が止まって動かなくなって、乗客がずぶ濡れで避難をしたと

かというようなことがあります。例えば、そういう時には町の施設、公民館の例えば

一室を開放するとか協力できることは。これは、冬場の国道の吹雪での通行止め何か

も同じことなのですけれども、そういったことで行政機関として協力できる部分は当
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然していくというような態勢で今後も臨んでいくというふうに考えてございます。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 わかりました。いずれにしても町である程度やはりシミュレーション、

あるいはイメージ、そういう部分は必要だと思います。だからそういう部分は、やは

りきちんとそういう対応ができるようなスタンスで、来たるべくそういう開業に向け

た形の中で、活動してもらえればと思います。以上です。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 先ほどいさりび鉄道の中でちょっと確認をすればよかったのですけれ

ども課長、ＪＲからの出向の職員。前の説明の中では、施設の保安・保守の要員が20

名くらいということで、前に資料も含めてもらっていたと思うのですけれども、現在

の例えば木古内－五稜郭間の保守・保安要員が何名の態勢でやっていて、いさりびに

切り替わっても同じ20名で現在もやっているのかどうなのかという部分をちょっと調

べて教えてください。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 現在、それについては資料を持ち合わせておりませんので、

今後提出させていただきます。

吉田委員長 ほか。

竹田副委員長。

竹田副委員長 課長、私は木古内－五稜郭間の三セクのエリアなのだけれども、例え

ば中野踏切等がうちの三セクの施設ですよね。ただ、その辺だけちょっと。

それから、鶴岡の踏切、あれはＪＲ北海道。だから、どこから例えば木古内の駅止

まり。駅からあっちはＪＲ。だから、その辺の棲み分けというのを正しいのか。私が

言いたいのは、ホームの端っこでここかわ縄張りが違うよというのかどうなのかと。

一歩そっちに行ったら外れだからこれＪＲだというふうになるのかどうなのかという

部分の確認なのです。

吉田委員長 福田課長、これも後ほどですね。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、いま資料を配りますので、皆さん目を通していただき

たいと思います。

それでは、丹野室長。

丹野新幹線振興室長 ちょっとご報告が一つございまして、発言をさせていただきま

す。

いまお配りした資料ですけれども、昨日11月5日付けで町のほうで整備しておりまし

た木古内町観光交流センターが「みそぎの郷きこない」として、道の駅に登録されま

したので、ご報告をさせていただきます。

今回の登録によりまして、道内の道の駅は二駅増えまして、117駅となっております。

因みに、全国では20駅増えまして、1,079駅という形になっております。このうち、木

古内町の道の駅「みそぎの郷きこない」につきましては、平成28年3月26日に開業いた

します北海道新幹線木古内駅前に立地をしておりまして、皆さんご存じかと思います
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が、同日開業する道南いさりび鉄道をはじめとしまして、バス・タクシー・レンタカ

ーなどの二次交通の結節点としての役割をはたしますとともに、渡島西部檜山南部9町

の広域観光の拠点施設といたしまして、9町の観光情報に精通した観光コンシェルジュ

を常住させた観光案内所のほか、9町の特産品を中心に約400アイテムの商品を取り揃

えた物販施設。また、奥田政行シェフ監修による地元道南の食材を活用したレストラ

ンなどが入居する予定になっております。なお、オープンにつきましては、寒中みそ

ぎまつりの実施に合わせまして、1月13日を予定しております。以上でございます。

吉田委員長 ただいま報告がございました。これについては、別によろしいですね。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時06分

再開 午後3時09分

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかにありませんね。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、以上をもちまして、第3回総合交通体系調査特別委員会

を終了いたします。

どうもお疲れ様でした。

説明員：大森町長、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

福井主査、加藤（隆）主査、中村主事

傍 聴：なし

報 道：道新（菊池支局員）

総合交通体系調査特別委員会

委員長 吉 田 裕 幸


