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会議録 平成28年12月22日(木)場 所 3階 第5研修室

会議名：第6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 午前10時00分～午後11時38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6回総合交通体系調査特別委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は9名でございます。

手塚委員から遅刻の届出がありました。

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

ので、会議は成立をいたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は、別紙配付のとおりであります。

師走の何かと忙しい中、きょうは総合交通体系調査特別委員会ということで、お集

まりをいただきまして、ありがとうございます。

そして、行政から大森町長をはじめ、担当課の皆さん、きょうはよろしくお願いい

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及び基地誘致に関すること

吉田委員長 早速、3点の調査事項がきょう配付されておりますので、その前に大森町

長のほうから挨拶を絡めて何かありましたらよろしくお願いいたします。

町長。

大森町長 皆様、おはようございます。

昨日は、いさりび鉄道の木古内駅の待合所に木古内町観光協会の事務所が新たに設

置をされまして、皆さんでお祝いをしたところでございますが、新幹線のお客様、あ

るいは道南いさりび鉄道のお客様があそこを通られますので、これから木古内町観光

協会が町の顔として大いに活躍していただけるもの心から期待をしているとこでござ

います。予算につきまして、皆様方のご理解をいただきましたこと、心から厚くお礼

を申し上げます。

本年は、北海道新幹線会の開業の年でございましたので、昨年の準備を含めて慌た

だしい1年に間となりました。特に、昨年と同じ量の外での営業活動をしてまいりまし

たので、忙しさというのは昨年と比べると、本当にことしのほうがどちらかというと
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忙しかったという印象を受けております。これが、また来年以降木古内町を訪ねるか

たが多くなることを期待をしているところでございます。

本日は、トレイン・オン・トレイン。これは現在、国土交通省のほうでワーキング

グループ等協議が進められておりますが、どうも議題から少し消えそうになっていま

したので、先般の会議ではまた議題に乗っかるようにお願いをしてきております。

また、道南いさりび鉄道では乗っていただいているお客様というのは、予定の数と

いうふうに伺っておりますが、予定数の数ということは10年間で23億円の赤字のまま

ということでございますから、これは収益事業を多くする。あるいは、その他経費の

節約に努めまして、収益を伴うような方向に進んでいかなければ長く経営を続けてい

くということは難しいということで、これも取締役会の中で発言をしております。

木古内－江差間でございますが、この代替バス、ちょうど途中途中で電波の弱いと

ころがあって、携帯がつながらないと。不感地帯がございますので、ここにつきまし

ては渡島・檜山、そして連携した3町、ここで携帯各社に要請活動などを行って、いま

少しずつ携帯会社のほうでもその不感地帯の改善に取り組むという姿勢が見えてきた

ところでございます。

こういったことで、きょうの年末を迎えての調査特別委員会、少しでも私どもの進

んできているところを皆様方にしっかりと伝えて、またご意見を賜って来年以降、ど

んな方向で進むべきかということを協議させていただきたいと思っております。きょ

うは、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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）番目のトレイン・オン・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1番目、トレイン・オン・トレインに係わ

る情報収集及び基地誘致に関することについて、ご説明を申し上げます。

お手元の資料1ページから13ページまでとなります。

本資料につきましては、10月27日に開催されました国土交通省交通政策審議会の第7

回青函共用走行区間技術検討ワーキンググループ、また町長にもご出席をいただきま

したけれども、11月22日に開催をされました第5回の青函共用走行区間高速走行早期実

現協議会において、配付されました資料の一部でございまして、平成25年3月に取りま

とめられました青函共用走行問題に関する当面の方針の中の時間帯区分案の実現に向

けた進捗状況の報告となりますので、その概要につきましてご説明させていただきま

す。

資料の1ページをお開きください。

はじめに、1の主な経緯についてでございますが、（1）の当面の方針から（3）の中

間報告までの部分につきましては、これまでの本委員会でご報告させていただいたと

おりでございます。

その後、中間報告における各調整事項につきまして、本年4月に保守作業時間に関す

る勉強会及び貨物列車のダイヤ設定に関する勉強会が設置されまして、検討が進めら

れてきたところでございます。

なお、勉強会の開催状況等につきましては、資料の8ページ下段の参考3に記載され
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ております。

次に資料の1ページにお戻りいただきまして、2の時間帯区分案の実現に向けたこれ

までの進捗状況についてでございますが、（1）の技術開発関係では、高速確認車の開

発が平成29年度内に完了する見込みとなっておりますほか、貨物列車の誤進入防止シ

ステムの開発も概略設計と安全性評価が終了しているところでございます。

一方で、（3）の軌道の整備につきましては、本年3月に北海道新幹線が開業してから

本格的なレール削正等が開始されたところでございます。

今後、3の高速走行での営業運転を開始するためには、青函共用走行区間全線にわた

る軌道及び架線の整備等を行う必要がありますが、資料の2ページに記載のとおり、夜

間の保守作業時間内に可能な作業量が限られておりますことから、これらの準備に平

成31年度までかかる見込みとのことでございます。

この結果、時間帯区分案による高速走行につきましては、当面の方針で目標として

おりました平成30年春の実現が困難な状況となり、最大で3年程度遅れる見通しとなっ

たところでございます。

また、資料の11ページの上段の参考8に記載のとおり、保守作業時間の拡大につきま

しては、貨物列車等のダイヤに影響が生じますとともに、下段の参考9に記載のとおり、

高速走行する列車の時間帯によっては、他の新幹線のダイヤにも影響が生じることか

ら、社会的に意味のある旅客列車のつまり高速化の効果が大きいというところですけ

れども、こうしたダイヤ設定を行うには、貨物輸送への影響や旅客の利便性の観点か

らの調整が必要となっているところでございます。

こうしたことから資料の2ページに戻りまして、4の高速走行試験の実施につきまし

ては、レール削正等の軌道の整備を青函トンネル内の下り線に限定して、平成30年度

上期を目途に実施するとのことでございます。

5の今後の進め方につきましては、資料が何度も飛んで申し訳ないのですけれども、

資料の12ページの下段に参考11がございますけれども。時間帯区分案による新幹線の

高速化に向けた六つのケースが記載されておりますけれども、遅くとも平成32年度、

可能であれば平成31年度ということでございますが、高速走行の営業運転を実現する

ことを目標に具体的な走行方式。これは、走行区間や時間帯等についてでございます。

これの検討が行われる見込みとなっております。

ただいまご説明を申し上げた内容につきましては、冒頭に申し上げたワーキンググ

ループと協議会におきまして、国土交通省の鉄道局から説明された内容となっており

まして、国土交通省のホームページにも掲載されてございます。その際の説明資料が

資料の3ページから6ページが担当者から説明があったスライドの原稿になります。そ

れの説明資料の参考資料というのが7ページから13ページということで、ただいま一部

ご説明をした部分になっておりますので、詳細はそちらをご参照いただければという

ふうに思います。

町といたしましては、これまでも北海道新幹線建設促進木古内町期成会、あるいは

道南地方期成会、それと沿線の自治体で設置しております北海道新幹線建設促進関係

自治体連絡協議会などを通じまして、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というものを要望してきたところでございます。
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引き続き、トレイン・オン・トレイン案も含めた抜本的な解決に向けた道筋を示し、

この検討を加速するようあらゆる場面を通じて国などに要望をしてまいりたいという

ふうに考えてございます。説明のほうは以上でございます。

吉田委員長 ただいまトレイン・オン・トレインに係わる情報収集及び基地誘致に関

することの説明をいただきました。

質疑のあるかたはお願いをいたします。

新井田委員。

新井田委員 新井田です。

いま室長のほうから縷々ご説明をいただきました。要は、以前から何も進んでいな

いとそういう解釈でいいのかなと私は個人的には思っているのですけれども。この間、

議会研修会の中で議場にいて、高向前頭取さんに講演をいただいて、その中でいろい

ろ話の中で「トレイン・オン・トレインは非常に難しいよ」というお話もあの会場で

いただいているのですね。そういう中で、それはそれでいいのですけれども、いま我

が町を含めてあるいは道を含めて、感触というのはどうなのかその辺をもう1回確認を

させてください。

吉田委員長 町長。

大森町長 国道交通省のワーキンググループでは、これまでもご説明をしているよう

に、五つの案でスタートをしました。二つの案については消えて、一つは新幹線だけ

走らせてその間は貨物を止めると。まさにいま丹野から説明がありました、高速走行

化を図るということのいま作業をしている。二つ目は、新幹線と貨物列車が一緒に走

ると。まさにいまの状態です。ですから、新幹線は特急列車と同じ速度の時速140ｋｍ

で走るということが二つ目。三つ目は、新幹線側に貨物を乗せて走らせるという今回

のテーマであります、トレイン・オン・トレインと。この三つで協議をしておりまし

た。

ただいま新井田委員が物事が進んでいないような印象を受けると。進んでいないど

ころか後退しています。と私は感じております。それは、トレイン・オン・トレイン

の話が全くこの10月27日の会議では出ていなかったということがまず一つ。それから、

高速走行を平成30年度から1年ずれて31年度というふうに変わったわけですが、何をす

るかというと、平成31年度に1本だけ貨物列車が走れない時に、早い列車が1本通ると

いうだけの話ですから。それに3年間かけようと。29年・30年・31年かけて、3年間か

けてできあがったものが1本だけ貨物を止めて早いのを走らせると。これは、函館市長

と意見が一致したのですが、新幹線の開業前であればそれもいいでしょうと。ＰＲ効

果が出て4時間を切ると。だけれども、いまもう新幹線が走ってしまって、いまさら4

時間を切る列車が1本できましたと。そんなに影響がないのではないのと。これらは全

く意見が一緒で私もその場の発言の中で、「小手先の仕事をするのではなくて、抜本的

な改善をしなければならない」と。そうすると、いち早くトレイン・オン・トレイン

という議論もすべきではないだろうかと。最終的にはそれも含めた議論をするという

最後の答えになったわけですけれども、こんなことがこの会議の中で話されていまし

たので、やや不安は残ると。国は私達に費用対効果を求めるのですが、彼らはこれか

ら3年間費用ばかりかけて、できあがった製品が1本早いの走ってどうするのと。それ
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ならいまからトレイン・オン・トレインのほうに変わったらどうだと。そこまで強く

は言わなかったけれども、そういう思いで発言をしました。

次は、高向会頭が又地議長のお尋ねに対して、非常に難しいということのようでご

ざいましたが、実際ＪＲ北海道の財力では難しいと。これは言えると思います。ただ

これは、はじめからＪＲ北海道とＪＲ貨物が開発したもので、財源は難しいので、国

にお願いをするということでございましたので、これはいままでと何も変わっていな

い。ただ、国のほうでこの議論がどこか忘れてしまっていたので、もう1回戻してもら

ったという状況でございます。以上でございます。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 いま新井田委員と同様のちょっと重複する質問になるかもわからない

のですが、確かにトレイン・オン・トレインの関係が浮上しなければ、この交通体系

自体も具体的な2番目・3番目の課題は残りますけれども、この部分を議論しても前に

進まない。ただ、いま町長が口頭で言ったことをやはり国交省の資料ばかりではなく

て、11月の22日の青函共用の会議の中で町長がトレイン・オン・トレインについても

強く訴えたと。そういう部分の資料をきちんとやはり付けるべきだと。町長が言った

ということをこれに書いていないでしょう。私が言っていることはそういうこと。そ

れがやはり委員会でも大事なところなのだよね。ただ口頭では町長は訴えた、だけれ

どもトレイン・オン・トレインの国交省の考えは、前でなくて後退しているようだと。

状況がそうであれば当委員会としてもどうするかという部分をやはり整理しなければ

ないと思うのですよね。ですから、やはりこの資料を見て私は何となくがっかりする

のは、国交省でも2ページの上段のほうに書いている例えばレールの腐食部だとかそう

いう摩耗の除去作業だとかというのは、青函トンネル内で海水が毎日何トンと出てい

るという環境の中で、腐食が出るというのは当然のこと。それを見越してレールの改

善をするだとかそういう手立てをしてこなかったというのは、いまになってからにな

れば随分お粗末なことをしているのだなというこれは何も町長をどうこうではなくて、

国がやはり進めるＪＲの考え自体もすごくそういう部分からすれば、甘かったのかな

という気がするのですよね。

それと、ことしの2月の第4回の交通体系の中で、このトレイン・オン・トレインに

ついては、中長期的な方策として国主導でワーキンググループの中で検討を進めると

いうそういう確か2月の時にそういう報告をされていますよね。ですから、それであれ

ば国の出方を待つしかないのかなというふうに思うのですけれども、その辺は町長ど

うですか。

吉田委員長 町長。

大森町長 まずトレイン・オン・トレインの議事録ですが、議事録というのはありま

せん。ただ、丹野が一緒に出席をしておりましたので、丹野独自で私の発言だとかそ

ういったものは整理をしてはいますけれども、特別皆様方にお知らせするのはなくて、

この資料の中で各自治体から出席者から意見を求められておりますので、その中で発

言をしました。その発言は先ほどご説明をしたとおりでございますが、とりわけトレ

イン・オン・トレインについての説明が会議の中ではありませんでしたので、これは

根本的な議論をすべきだということの中で、トレイン・オン・トレインの議論は浮上



- 6 -

してほしいということを伝えております。

私が先ほど新井田委員のお尋ねで、「後退をしている」というふうに感じたという発

言は、木古内町の立場にとってみれば後退をしているということでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。全体としては、進んではいるのです。進み方がト

レイン・オン・トレインがなくなると我が町とすれば、進んでいるように見えないわ

けです。ですから、そういう私どもの立場から立つと後退をしているというふうに思

っております。

次に、レールでございますが、これはいま竹田委員おっしゃるとおり環境の中では

非常に湿気、そしてまた塩分の高い環境ですので、腐食案を最初から見込まれるとこ

ろでございます。新幹線の開業に伴ってこれまでのレールも全てチェンジをしました

ので、一遍に悪くなるということではないと思いますが、これは定期的に直していか

なければならないと。安全を常に確保していかなければならないと思っております。

以上でございます。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 ことしの2月の第4回の中での報告された国主導に移行したのだという。

吉田委員長 町長。

大森町長 国のほうに主導が移ったということは、いわゆるこのワーキンググループ

での議論ということになります。この議論の中であった題材がなくなってしまったの

か説明がなかったものですから、それはおかしいでしょうということで、意見をもと

めました。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 これから例えば町長、町を含めて議会として国交省のワーキンググル

ープの中で、トレイン・オン・トレインについても議論をするということですけれど

も、町としてそうしたらうちはやはり何と言っても時間帯区分ではないわけだから、

やはり目指すところはトレイン・オン・トレインだから。町としてこれについて、道

からもワーキンググループに参加しているわけですから、ワーキンググループに対し

ての要望・陳情を行動をするのか。町だけでやるか例えば議会としてもどうするのだ

というこの辺をやはりきょうはきちんと方向性を出したほうがいいだろうというふう

に思うのですよね。当面、トレイン・オン・トレインがワーキンググループで議論が

されないとすれば、その出方を待つしかないのかなというふうな思いもあるのですけ

れども、町としてどうするかという部分を。私達も何かこういままでは、もう積極的

にそういう行動を含めてやろうやろうということできたのですけれども、その辺どう

すればいいのかという部分。町長の考えもありますし、議会側としてのいろんな皆さ

んの考えもあると思いますので。

吉田委員長 町長。

大森町長 竹田委員のお尋ねは最もだと思います。町としてこれからどのような対応

をしていくかというのが一番大事になってまいります。先般は、これまでもお話をし

ているとおり、まず土俵に上がっていなかったものですから、もう1回土俵に上げてく

れということで、それはＯＫになりました。実際にそれが本当かということを確認し

なければならない。ワーキンググループの中では先般、出席されたのが委員長の山本
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太郎議員、それから北海道側では長谷川岳先生、前田一男先生が出席をしておりまし

たので、それぞれいまどのような状況になっているかというのを年が明けなければ次

の会議をおそらく持たないと思うので、年が明けましたらそれぞれに現状がどのよう

になっているのかをしっかりと確認をします。確認をした上で、町としてどういう対

応をするかということを判断したいと思っております。

吉田委員長 ほか。

又地委員。

又地委員 国交省は国交省としても渡島総合開発期成会の要望の中にもトレイン・オ

ン・トレインの部分は入っているのですね。町単独での要望活動云々の部分なのです

けれども、ある意味では技術開発の部分では、ＪＲ北海道さん側ではもうここまでで

最大ですと。それを国に預けたと。これ以上の技術開発についてはというところで止

まっていると思うのですけれども。ただ、7ページの部分での新幹線貨物専用列車導入

案。この案そのものは、まだ消えてはいないというふうな認識でいいと思うのです。

ただ、渡島総合開発期成会の要望書の中に入っていると。入っている中で町単独で、

これは私は町長の見解だと思うのですけれども、町としての総合交通体系調査特別委

員会あるいは議会として行政と一緒になって国交省に押しかけると、お願いに行くと

いうことはどうなのかと。ある意味では上部団体で期成会があって、期成会の中には

トレイン・オン・トレインの部分は要望書として、もう国交省に届いているという中

でどうなのかと。その辺を見極めながら町としての動きをどうするかを少し議論をし

たほうがいいのではないのかなとそんなふうに思いますけれども。

吉田委員長 町長。

大森町長 又地委員がおっしゃるとおりでございます。実は、つい最近ですがこんな

事例がありました。主要道道江差木古内線でございますが、こちらのほうのいま会長

・事務局は江差町が担当しております。江差町では、12月に国に対して三つの町で協

議会ができていますので、この協議会で国に要請活動に行きたいという提案がありま

したので、わかりましたということで日程を押さえました。最終的にどうなったかと

いうと、中止になりました。それは、国から言われた言葉が大きな原因です。函館市

長を先頭に、「要望書を期成会で持ってきていますよね」と。それは、函館市も全部入

っているのですが、「期成会を持ってきておいて、いま来るというのは逆にマイナス効

果になりますよ」と。これを国から言われたと。ということで、江差町は各町に「今

回の事業は中止にしますから」とこういう結論が出ました。国は、「もう知っています

よ」と、「あえてだめ押しに来るのですか」ということを言われたようなのです。です

から、この件につきましてもいま又地委員がお話をされたとおり、渡島総合開発期成

会などを含めてしっかりと要望事項に入れて要望をしています。説明もしてきていま

す。こういった中で、単独に行うことがいいのかどうかというのは、それぞれの国会

議員に再度確認をして、国でなくて国会議員ならいいよとかこの行き先も含めて、現

状の振興状況と要請活動の必要性について考えていきたいと思います。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 町とすれば、とにかく行きたいと行こうというのが本心なのだよね。だけ

れども、行ったはいいがいま町長が言ったように、来ても何ら意味がないよと極端な
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話。北海道の江差町さんはそうなのですけれども。そういう形になればこれもまた随

分残念な話ですし、進捗状況を見ながらワーキンググループで何を語られ、どんな形

で推理をしているかという部分を見極めた中で、地域の代議士さんなりに情報を流し

てもらいながら、ベストなタイミングを計るというのが一番良いのではないのかなと

思いながらもいるのですけれども。ただ、町の状態ばかり突っつくということであれ

ば、この特別委員会の使命というのも何か薄れていく一方だろうとそんなふうにも感

じておりますので、機会があれば国交省は国交省としながらも、ワーキンググループ

の会議が開催されたという中では、情報を収集する中で地域の出身の代議士さんのと

ころに足を運ぶということもこれもまた必要なのではないのかなとそんなふうにも思

っております。一にも二にもやはり貨物専用列車導入案が消えていないということで

あれば、この技術改革を押し進めてくださいというくらいの話は、やはり地域代表の

代議士さん方にお願いをするということは必要でないのかなとそんなふうに思ってお

ります。

（「関連」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 いま又地議長のほうからお話が出ましたけれども、やはり現状よーいど

んの時は各国会議員さんも「何とか皆さんの力添えになりますよ」というお話は聞い

ているのです。いま言ったようにその後、何か状況が状況の中でその辺は理解はする

のですけれども、いま町長がおっしゃったように、やはり各組織より国会議員さんを

動かしたほうが得策ではないかというお話もありましたから、それはそれでいま議長

がおっしゃったように、我々が例えば前田さんでも長谷川岳さんでもそういう人方に

きちんと意思表示を改めてしなければいけないと思うのです。そういうこともやはり

必要だと思いますし、これはやはり頓挫するという部分が我々のこの委員会が何のた

めにここまできているのだという部分も当然ありますし、この辺はやはりもう1回我々

の態度を含めながら、あるいは行政さんのほうもそういう部分を見ながら一緒にタッ

クを組みながらもう1回やるべきではないかなと思うのです。その辺はどうでしょうか。

吉田委員長 町長。

大森町長 まさにおっしゃるとおりでございます。まず、いまどういう動きになって

いるかを確認して、地域の代議士にしっかりと情報をいただいて意見を言うと。どう

いう方向で攻めるのが一番いいのかも確認をして、その判断の上で皆さん方と一緒の

行動をしていくということが大事だというふうに理解しております。

吉田委員長 鈴木委員。

鈴木委員 鈴木です。

全体的な流れと言いますか国の考えでありましたり、町長のほうで先ほど答弁の中

にもありましたトレイン・オン・トレインというキーワードすらなかったという部分

で、木古内町としてどういう姿勢であるかというのも理解いたしました。

その中で1点だけ確認をさせていただきたいのですが、確か前回・前々回の交通体系

の委員会の中で、我が町として独自に土地取得のリサーチでありましたり、トレイン

・オン・トレインが我が町、そして周辺地域にもたらすものの経済効果だったり、雇

用の部分をどうでしょうかという確かそのような質問をさせてもらったと思うのです
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けれども、その内容に関してもちろん同じく進んで、いま現在は進んでいないという

ことでよろしいでしょうか。確認をさせてください。

吉田委員長 町長。

大森町長 全く国の方向性が見えないものですから、位置にしても本当にやるかやら

ないかまでわからないわけですから、その位置も線路から出て右か左かというそのく

らいの想定はできますが、一切の作業はしておりません。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 様々な質疑が出されまして答弁も出されましたが、この2年間を見てみると

いまの議論が過去にされているのが何も進んでいない状況で、トレイン・オン・トレ

インもいま町長から話が出たように、後退していると。後退というのは、もちろん木

古内町にとってということですけれども。まさに全委員同感だと思いますけれども、

この交通体系の特別委員会イコール新幹線も開業しましたし、トレイン・オン・トレ

インの特別委員会だと言っても過言じゃないと思うのです。言うと2番・3番、これは

常任委員会の調査事項でもいいのですよ。この特別委員会は、トレイン・オン・トレ

インを何とか木古内町に基地を誘致するためにと。その中でいまトレイン・オン・ト

レインが後退していると。国の進みが遅いよという中で、2年間ずっと我が町としては

前に進んでもらうための要請活動も国の動きを見ながらという言葉をずっと続いてお

りますけれども、今回10月の27日の資料ですけれども、11月22日に協議会がなされて

後退していると。これから議員さんに話を訪ねて、年明けに返事をという話でしたけ

れども、既にもう1か月が経っているのです。この期間の情報収集ですとかそういうこ

とはされてこなかったのですか。

吉田委員長 町長。

大森町長 会議が全く行われてないものですから、情報はありません。したがいまし

て、会議の開催される直前だとか会議が終わったあとでなければ、どういう協議が行

われるかというのはわからないものですから、いまのところ全く協議がないという中

で、情報はありません。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 11月22日に情報がない資料が提示されて、トレイン・オン・トレインの説

明がなかったと。いまの話の中で、年明けに代議士さん達から情報を収集して、これ

から我が町がどう進んでいいかを見極めていくという。年明けになったわけですよね。

その話というのは、11月22日が終わった以降もう既に1か月が経っていますから、年度

内でもできたのではないかという思いなのです。ですので、常にマイナスマイナスに

なっていったのを我が町もこの国の進みが遅いのに合わせるのではなくて、その情報

が入ったとたん翌日からもう行動に動かすくらいのスピード感を持ってほしいなとい

う思いであります。

吉田委員長 町長。

大森町長 この会議は、年間毎回開くわけではないのです。ですから、情報が常に更

新されるというのは、極めてスピード感を考えると遅いと言えるかもしれません。特

に、前回の函館で開催した会議の中で、トレイン・オン・トレインをしっかりと議題

に乗せるという意見がありましたので、それは乗せていただけるもので、それ以上の
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ものというのはする必要がないですし、本人達がそこにいるわけですから、本人達に

再度確認に行く必要性もないというふうに判断をしております。

（「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 午前10時40分

再開 午前10時54分

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

休憩中だったので、先ほどのこれからの行政の立場、議会のどういう方向でいくか

ということをよろしくお願いします。

町長。

大森町長 ワーキンググループがこれからの会議があるかと思いますので、会議の前

段、あるいは会議の終了後に様々な情報をしっかりと得て、整備新幹線の関係する与

党の議員の皆さんに情報を聞きながら方向性も確認しながら、町の進む位置を考えて

いくと。常にこのトレイン・オン・トレインが議論をされる、そしてそれが現実に向

かうという青函共用の中での抜本的な解決方法はこれよりありませんので、この解決

をしっかり進めるように努めていきたいと思っております。

吉田委員長 又地委員。

又地委員 このトレイン・オン・トレインに関しては、あまり地域のエゴばかり出す

とアウト。だから、本来あるなぜ必要かという大義名分があるわけです。だから、町

を思えば歯がゆい部分が随分あると思う。思うけれども、かと言って例えば地域のエ

ゴだけを表面に出すと、もう全く話は聞いてもらえないという部分があると思うので

す。ですから、ここで残されているのは青森県側との連携。この部分を少し探るべき

ではないのかなと。確か議会で、青森県の県庁に寄っていろいろ話をした経緯もある

中で、全く津軽半島の開発というのは遅れているねという話も過去に。あれは余目に

行った時かな、アルケッチャーノに行った時。そういうあれもあるので現状、青森県

側の現状もどうなのかというものも少し調査をしながら、ある意味ではいろいろ青森

県側とセットでできる可能性がどこかにあるのかどうかというものも少し検討をして

みる必要があるなと。私は残された部分は、青森県側と早く何とか足並みを揃えるよ

うなものが残っていれば、大変力強く進んで行けるのではないのかなとそんなふうに

思っております。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 議長の言っていることは、本当に1年前から同じ話が出ていて、いま竹田副

委員長のほうからもチラッと話が出ていましたけれども、だからどうしようというこ

とで、この委員会の中で決めないと。1年も2年も前に青森県ともう協議をしなければ

ならないねと言っていて、そのままなっているのです。だから、行政を抜かしてもい

いのですけれども、この委員会としてその話をこれからどう進めていくかということ

をきちんとしないとだめだと思うのですよね。もちろん行政とも話し合わせながらで

すけれども。
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吉田委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時57分

再開 午前11時09分

吉田委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

町長。

大森町長 私の発言に誤りがありましたので、訂正をしていただきたいと思いまして、

お願いを申し上げます。

国会議員の名前で山本太郎と発言をしましたが、青森県選出の木村太郎でございま

すので、謹んでお詫び申し上げます。

それでは、ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、次の項目にいきたいと思います。

（2）道南いさりび鉄道の運営及び経営状況に関すること

吉田委員長 それでは、2番目の道南いさりび鉄道の運営及び経営状況に関することに

ついての説明を受けます。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 それでは、私のほうからは調査事項の（2）道南いさりび鉄

道の運営及び経営状況に関することについて、ご説明を申し上げます。

資料の14ページをご覧ください。

道南いさりび鉄道の利用状況でございます。

3月26日の開業から10月までの利用状況は、資料に記載のとおりでございます。

経営計画における平成27年度の利用者数は、運賃値上げによる逸走率を反映してい

ない数字として1日、2,148人と見込んでございますので、1日あたり利用者は概ね計画

どおりの数字で推移しているという状況でございます。

次に、町内の利用者数でございます。

町が行いました乗降客調査でございますが、8月20日から24日にかけての4日間、土

日と平日に全便乗降の上、調査をしてございます。

また、10月27日につきましては、木古内駅のみの実施をしてございます。

数字といたしましては、乗降客数は平日の方が休日より多い、通学利用の割合が高

いことが確認できたところでございます。通学利用者数の割合でございますが、平日

が35％から37％、休日は17％から19％という結果でございました。

今後、沿線住民の皆さんの利用促進の観点から、将来利用者となる可能性のある子

どもさんや小中学生への取り組みが必要であるというふうな認識を持ってございます。

次に、観光列車の運行状況でございます。

5月28日から10月29日まで、観光列車ながまれ海峡号は、隔週の土曜日に12便を運行

してございます。
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利用状況につきましては、乗客数は合計で425名でございまして、平均すると35名と

なってございます。

毎回満席ということで、リピーターのかたもおり、道南旅行の一つとして認知され

るとともに、メディアでも多数取り上げられ、道南いさりび鉄道の宣伝効果は大変大

きなものがあったというふうな認識を持ってございます。

今後でございますが、1月から3月につきましては、月1回の運行を予定しているとい

うことでございます。

このながまれ海峡号以外にも、テーオー旅行センターや日本旅行との共同企画によ

る単発のツアーも企画されておりまして、増収と知名度、認知度の向上を図っている

という状況でございます。

次に、資料にはございませんが、現在の木古内駅の状況についてご説明をさせてい

ただきます。

1番線から3番線のホーム、階段等の撤去工事でございますが、現在はホームのキャ

ノピーが撤去された状況、今後につきましては階段の上屋、階段の本体、それからホ

ームの本体。順次工事を進めて、年度内には工事を終了するというふうな工程で進め

るというふうに伺っております。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ます。

鈴木委員。

鈴木委員 鈴木です。

道南いさりび鉄道の町内の利用者数ということで、調査期間は非常に短いものの、

実際に乗られて調査をされたということは、非常に評価すべきだとは個人的には思っ

ております。

今後の調査をする予定があれば、そこを教えていただきたいのと、あと町民のかた

からはこちらに書いているとおり、通学利用者も平均していますし、思ったより観光

客のかたも降りているのだなという印象を受けました。

その中で、駅前の主に町道の道路を整備してはいかがだろうかとか、砂利道で雨が

降ってしばらく水が溜まって、その中で通学、観光客のかたが駅を利用する中で、も

う少し環境整備ができないのかという声が町民のかたからあるのと、あと何か簡単な

案内板的なものを札苅・泉沢・釜谷に設置をしてはどうかという町民のかたの声があ

りました。というのは、やはり木古内駅・新幹線駅で降りて利用客が多いのはもちろ

んわかるのですが、木古内全体に町内広域で観光客のかたもこれから降りていただき

たいと。そういう思いも含めて、私個人としても町民の声としてもありますので、そ

この2点をどのようにいま考えているかお教えください。お願いいたします。

吉田委員長 いまの質問は、交通体系とはあまり関わらない部分ですね。町道の部分

ですよね、駅前の道路となると。周辺ということで、福田課長のほうから。

福田まちづくり新幹線課長 今後の乗降客調査の予定というご質問がございましたけれど

も、これにつきましては今後、1月に再度調査を実施することとしてございます。

また、その後につきましては、今年度調査しました5月・10月、それから1月、これ

を毎年繰り返し同じ時期に調査をし、経年比較等もできるような状況で、今後の利用

促進の資料として役立てていければなというふうに考えているところでございます。
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駅前の町道につきましては、札苅－釜谷間の駅周辺ということだと思います。そこ

は、全てがいさりび鉄道の用地となってございます。土地所有者であるいさりび鉄道

との協議を経て、どういった環境整備が適しているかということは、今後の協議とし

て預からせていただきたいというふうに思います。

また案内板、札苅－釜谷間の駅、あるいは駅前の案内板ということでございますが、

これもいさりび鉄道のほうと利用者の利便性、特に観光客を意識した案内板の設置と

いうことで、これも協議をし、また一方でいさりび鉄道地域応援隊というのもありま

すので、こういったものの取り組みの中で、検討をしていければというふうに考えて

いるところでございます。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 観光列車なのですけれども、大変好評だという話を聞いたのですけれども、

いままで土曜日は2週間に1回の運行という報告で、これまで5か月で12便。1か月2回は

必ず運行をして、1月からは月1回といういま報告でしたけれども、その理由について

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 今年度は開業初年度ということで、夏場については隔週で、

月に2回平均で運行をしたと。冬場についてですが、積雪寒冷冬期間のオフシーズンと

いうことを勘案して、試験的にまずは月1回の運行をして、様子を見てみるということ

でございます。

また、来年度についても、このいさりびツアーにつきましては、運行をいま計画し

ているというふうに伺っておりますので、今後、今年度のこのツアーの開催状況を踏

まえて、来年度につなげていくものというふうに考えてございます。

吉田委員長 平野委員。

平野委員 何の試験ですか。もう当然ながら、これは年間をとおしてやるという話で

したよね。別に冬期間を休みにするという話のスタートではないですよね。ですので、

当然ながら冬もいまこれだけチケットも取れなくて満席なのが続いているのをこの勢

いのまま冬も北海道は冬が魅力でもありますから。変な話、私は回数を増やしてやっ

てもいいのではないかなと思っていたぐらいなのですけれども。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 ながまれ海峡号ツアーにつきましては、今年度は10月29日で

運行を終了するというような当初は考えでございました。冬期間につきましては、運

行の予定はなかったものでございます。夏季の利用状況等を見まして、理由としまし

ては観光のオフシーズンということや積雪寒冷、時期的に寒いということもありまし

て、冬期間の運行は当初考えていなかったということでございますけれども、いまは1

月から3月にかけましては、先ほどのご説明どおり、月に1回の運行をするという方向

で予定をしているという状況でございます。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 いまのにちょっと関連すると思うのですけれども、ながまれ海峡号とい

うことで出ていますけれども、いさりびツアーというのはこれはまた別なのでしょう

か。すみません、ちょっと勉強不足で教えてください。いま例えばいさりびを見るた
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めに、茂辺地からどこかで泊まったり何かしているのかわからないけれども、そうい

うツアーもありますよね。それとまた別な扱いなのですか。その辺を確認したいので

すけれども。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 観光列車ながまれ海峡号につきましては、これは主催が株式

会社日本旅行という会社が主催してございます。委員お尋ねの単発のツアーのことだ

と思うのですけれども、これにつきましては函館市内にあるテーオー旅行センター、

あるいはながまれ海峡号ツアーと別に日本旅行が企画した単発のツアー、こういった

ものがございまして、その違いでございます。

吉田委員長 新井田委員。

新井田委員 わかりました。大変ちょっと勉強不足で。いさりびのツアーがわかって

いるかどうかわかりませんけれども、ことしやってどれほどの成果があって、今後ど

んな展開というか、また継続してやるというようなことに当然なると思うのだけれど

も、その辺はわかりますでしょうか。わからなかったら結構ですけれども。日本旅行

の企画ですから、わかる範囲で。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 単発のツアーにつきましては現在、まだ来年度の予定という

のは何もお聞きしてございません。ただ、今年度も現在で3本、単発のツアーは運行さ

れております。ながまれ海峡号の運行状況も踏まえまして、他の旅行社が企画をする

ということは十分考えられますので、そこはいさりび鉄道のほうが臨時列車の運行、

あるいは会社の利用促進ＰＲ、こういった観点から判断をするものというふうに思っ

ております。

吉田委員長 ほかにありませんか。

竹田副委員長。

竹田副委員長 いさりび鉄道の利用者の状況を見ますと、経営計画どおりの数字で推

移しているということで冒頭、町長の挨拶にもあったように、予定どおりの見込んだ

赤字の推移というかそういう状況だと。これは、利用者の数しか出ていないのだけれ

ども、これはいさりび鉄道の上半期の収支状況。利用者がこれだけいて、どれだけの

収益があって、かかった例えば補修含めた人件費含めた費用がどれだけ収支のバラン

スがどうなっているかという部分は、これ全然示されていないのか。示されているけ

れども、この資料として出さなかったのかという部分について確認をしたいと思いま

す。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 会社の財務状況等についてのご質問でございますけれども、

これにつきましては株主総会等で説明があるものでございますので、提出できる資料

につきましては次回以降、整理をして提出していきたいと、またご説明を申したいと

いう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 それ以上は求めませんけれども、これは年1回の株主総会ということな

のか、例えばこういういさりび鉄道が四半期ごとの財務の状況を整理しているのか、
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上半期で整理をしているのかという部分はどうなのですか。その辺の状況は。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 決算の整理につきましては、上半期・下半期の2期に分けて

整理をしているというふうに伺ってございます。

吉田委員長 竹田副委員長。

竹田副委員長 上半期の状況はわかるということですよね。そうしたら、次回でなく

てももし資料があれば、資料要求をしたいと思います。

吉田委員長 ほか。

鈴木委員。

鈴木委員 年末年始の臨時列車、あと1月は寒中みそぎがあります。臨時列車の予定と

言いますか、もし近々でわかっている情報があればお教えいただきたいのですけれど

も。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 臨時列車の運行につきましては、現在、情報はございません。

吉田委員長 鈴木委員。

鈴木委員 わかりました。もう時期も時期ですのであれですが、例えば都心にしても

年末年始はある程度終電の時間を長くしたり、あとやはり木古内にとっては寒中みそ

ぎというのは伝統神事でありまして、冬の閑散期にも多くの観光客が来てもらえるチ

ャンスであるというところから、来年は難しいとしても今後の課題としまして、臨時

列車を出してもらえるようにいさりび鉄道に要請するなど。あとは、夜も時期によっ

ては終電を延ばしてもらうですとか、臨時列車の部分に関して年間のスケジュールを

もちろん議会の中でも議論をすべきだと思うのですけれども、木古内町として年間を

とおしていさりび鉄道に、来年はこの時期にこういうイベント、こういう観光客が増

えることが予想されますので、臨時列車を何とかというそういう働きかけをしてみて

はいかがでしょうかと私個人的には思うのですけれども、町としてはどのようにお考

えでしょうか。

吉田委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 これは各町、函館市・北斗市・木古内町、それぞれイベント

等もございます。という中で、臨時列車の運行となりますと貨物とのダイヤの調整、

運転手の人繰り、様々な検討すべき調整事項はございます。ただ、その中でそれぞれ

沿線市町とコラボをした普通列車も合わせて、抱き合わせで活用していくということ

は、今後もいさりび鉄道さんのほうとはお話をして、列車の有効な活用ができるよう

な方策というものを探っていきたいというふうに思います。

吉田委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、私からちょっと2点ほどお願いします。

先般、函館商工会議所の青年会議所のほうで企画をしたいさりび鉄道を使った婚活

事業がありましたよね。新聞に出ていたのですけれども、結構その中で3組が何かカッ

プルができたという話があるのですよね。そういう部門で利用客・利用増を見込むの

なら、そういう先ほどもいろんな話が出てきたのですけれども、そういうのはどうい
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うふうにしたらとおっていくのかなというのが正直な話なのですよ。ただ、そっちで

商工会なら商工会で企画してくださいよと。それをやるのか、町でそういう手助けを

してやるような形も必要なのか、そういうのが可能なのかどうなのかをまず1点。

それから、やはりいさりび鉄道は保守管理が随時あるのです。いままでＪＲの管轄

だったので、沿線住民はやはり夜間に工事・その他でいろいろ騒音等があって、いま

までＪＲだから仕方がないという感じがあったのですけれども、今回いさりび鉄道は

第三セクターになりましたよね。町でも一応経営権はあると。そういう意味で木古内

から釜谷の周辺くらいにもし夜間にあるのであれば、町としても保守点検・工事をや

った場合に、きょうの夜間の何時何時にどこ周辺でということが通知できるのかでき

ないのか、その辺の町民の町内会長さんのほうからあったので、そういうことができ

るのかできないのか。2点ほどお伺いします。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 はじめに、婚活列車の運行というようなお尋ねでございます。

これにつきましては、函館市なり北斗市なり開催されているということで、木古内

町で実行委員会なり立ち上げて実行するというのは、これは別にできることですし、

またいさりびのほうにそのための臨時列車を仕立ててもらうとかというのも当然、乗

車料金なり参加料金というのはそれに反映されるわけですけれども。町としては、そ

れを実行委員会等の婚活事業に対しては、人的支援等を含めて全面的に協力をしてい

くということは姿勢としてありますので、開催の気運なりあるいはそういった具体的

に話が進めばいさりび鉄道さんのほうとは協議を進めて、開催に向けて私どもも協力

していくというふうになってまいろうかと思います。

また、保守管理についてのお尋ねでございました。いさりび鉄道の保守管理という

ことになりますと、レール交換、枕木の交換、それから道床のつき固め等の線路の保

守工事というのがございます。

現在、以前も同様のご質問がございまして、いさりび鉄道は工事区域のお宅に住宅

に個別に訪問をし、状況を説明しております。不在だったかたにはチラシを置いて、

必ずその工事をするという情報を伝達できるような方法を用いているというふうに伺

っております。

また、ＪＲ北海道時代なのですけれども、ＪＲさんも同様の対応を取っておりまし

て、当時も若干の苦情というものはあったと。現在、いさりび鉄道に移行してからは、

そういった苦情というものは一切ないというふうに伺っております。

また、施工業者に対しても夜間の大声で話をするとか、あるいは資材の運搬の丁寧

さとかそういったものに心がけて、極力騒音に対しては気を使って作業をするような

心がけはしているというふうに伺ってはおります。

吉田委員長 わかりました。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、2番目につきましては、終了いたします。
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（3）木古内－江差間代替輸送バスの運営及び経営状況に関すること

吉田委員長 それでは、3番目の木古内－江差間代替輸送バスの運営及び経営状況に関す

ることについて、説明を求めます。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 それでは、調査事項（3）木古内－江差間代替輸送バスの運営及

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。

資料の15ページをご覧ください。

江差木古内線バスの運行の状況は、表に記載のとおりでございます。

乗車人員は4月から11月までで、2万4,330人、1日平均では100.5人となってございます。

これは、廃止になりましたＪＲ木古内－江差間、この1日あたりの平均乗車人数は41人

というふうに言われておりますので、倍以上の乗車人員は確保しているという状況でござ

います。

次に、基金の状況でございますが、平成27年度末の基金残高は、4億9,547万6,000円、

ＪＲ北海道の今年度の支援金でございますが3億円、利子収入額の見込みでございますが2

24万円、運行補助額の見込みでございますが1,609万4,000円、今年度末の基金残高の見込

みにつきましては、7億8,162万2,000円となってございます。

ほかに、停留所につきましては、この1年間変更はございません。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。質疑を受けます。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

吉田委員長 ないようなので、調査事項は終わりました。

（4）その他

吉田委員長 その他で皆さん、ございませんか。

（「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6回総合交通体系調査特別委員会を

終了いたします。お疲れ様でした。

説明員：大森町長、大野副町長、福田まちづくり新幹線課長、丹野新幹線振興室長

加藤（隆）主査、中村主事、中山主査、畑中主査、山本主事

傍 聴：なし

報 道：なし

総合交通体系調査特別委員会

委員長 吉 田 裕 幸


