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（様式第２号 道民意見提出手続の意見募集結果） 

新・ほっかいどう社会資本整備の重点化方針（原案）についての意見募集結果 

    平成２９年３月１５日 

新・ほっかいどう社会資本整備の重点化方針（原案）について、道民意見提出手続により、道
民の皆様からご意見を募集したところ、３人、４団体から、３９件のご意見が寄せられました。 
ご意見の要旨及びご意見に対する道の考え方については次のとおりです。 
 

（１）原案で変更した方がいいと思う部分について 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

（原案 2 ﾍﾟｰｼﾞ） 5道民意向等の把握 

策定に当たっての各種の調査概要が、ここで示されるべきで

あるが、ただ「関係団体に対するアンケート調査」、「新し

い北海道総合計画策定等に係る道民意向調査（平成 27 年度）」

など例示されているだけで内容紹介がない。 

（札幌市） 

「関係団体に対するアンケート調査」については、パブリッ

クコメントと同様に公表します。「新しい北海道総合計画策

定等に係る道民意向調（平成 27 年度）」「平成 28 年度道民

意識調査」については、既に調査結果を公表していますので、

本方針に概要は記載していません。 

 Ｄ 

（原案 11 ﾍﾟｰｼﾞ） イ 加速化するインフラ老朽化 

現状と課題について、鉄道に関してどのように老朽化し、ど

うするつもりかの記述が一切無い。道庁でも JR北海道関連の

会議を開いており、JR北海道幹部から説明を受けているので、

記載が可能なはずである。 

（札幌市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものです。  

ＪＲを含めた地域交通については、原案 12ページに地域交通

の安定的・継続的な確保や、今回新たに「国や地域、交通事

業者等との連携」について課題として明記しました。 

その他ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたって

の参考とさせていただきます。 

 Ａ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

〈現状〉に在来線鉄道の記載が一切無い。無いならその理由

を説明すべきである。むしろ、在来線鉄道の機能について、

項目を立てるべきである。 

（札幌市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものです。  

ＪＲを含めた地域交通については、原案 12ページに地域交通

の安定的・継続的な確保や、今回新たに「国や地域、交通事

業者等との連携」について課題として明記しました。 

その他ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたって

の参考とさせていただきます。 

 Ａ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

〈現状〉で「高規格幹線道路網の整備状況、未着手区間の大

幅に着手が後れ」とあるが、なぜ四全総で策定された道路網

を全部作らなければならないかの根拠が不明確である。本当

に作らなければならないのか、吟味が必要である。 

（札幌市） 

本道の高規格幹線道路網の整備状況は、全国に比べて大幅に

後れているなどネットワークとしては未だ脆弱な状況にあり

ます。また、広域分散型社会を形成している本道において、

高規格幹線道路網の形成は、圏域間の交流拡大や地域医療の

充実、地域経済の活性化などを図り、企業進出や観光客の増

加等ストック効果を高めるとともに、大規模災害時における

代替性を確保し、道民の安全で安心な生活の確保に資するも

のと考えています。 

 Ｄ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

<現状>で北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）の平成 28 

年 3 月 26 日に開業後の利用状況や特に道央圏への効果波及

について、具体的に記載すべきである。札幌駅等の道央圏の

駅でなぜ駅構内に新幹線の乗り方や運賃料金の記載がされて

いないのか？本当に道央圏への影響があるのか？「観光やビ

ジネスなどにより交流人口の拡大が期待」とあるが単なる「期

待」に終わらないように、実効性のある施策を道庁も行うべ

きである。 

（札幌市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものであり、  

ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたっての参考

とさせていただきます。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

〈課題〉中で、道路整備については、「高規格幹線道路網な

どの整備が重要、着手済み区間の早期開通及び未着手区間の

早期着手や機能強化のための追加インターチェンジの増設」

等具体的な記載があるのに、なぜ在来線鉄道については具体

の説明がなされないのか？その理由を説明すべきである。ま

た、なぜ高規格道路網は全て建設しなければならないのか？

その理由を説明すべきである。例えば、増設された新千歳空

港 IC を空港アクセスバスがほとんど利用されていない現状

を、道庁として如何に考えるのか説明すべきである。  

（札幌市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものです。  

ＪＲを含めた地域交通については、原案 12ページに地域交通

の安定的・継続的な確保や、今回新たに「国や地域、交通事

業者等との連携」について課題として明記しました。 

本道の高規格幹線道路網の整備状況は、全国に比べて大幅に

後れているなどネットワークとしては未だ脆弱な状況にあり

ます。また、広域分散型社会を形成している本道において、

高規格幹線道路網の形成は、圏域間の交流拡大や地域医療の

充実、地域経済の活性化などを図り、企業進出や観光客の増

加等ストック効果を高めるとともに、大規模災害時における

代替性を確保し、道民の安全で安心な生活の確保に資するも

のと考えています。 

新千歳空港ＩＣについては、高規格幹線道路を利用し空港を

訪れる車両の多くが当該ＩＣを利用しており、千歳市街の渋

滞緩和にも効果を発揮しています。 

 Ａ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

高規格道路建設等では直轄負担金を支払うのに、鉄道の上下

分離の「下」部分への関与に消極的であるのか、北海道高速

鉄道開発㈱を北海道鉄道基盤整備㈱へ改組することを、かつ

ての道庁パブコメ「北海道交通ビジョン」で当方が提言した

にもかかわらず道庁側が拒否した点についても、具体の理由

を挙げて明確に説明すべきである。 

（札幌市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものであり、  

ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたっての参考

とさせていただきます。 

 Ｃ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

「北海道新幹線の開業効果を全道に波及のため、新幹線駅等

からの利便性の向上や、新幹線札幌延伸を見据えた交通ネッ

トワークづくり」とされているが、具体の説明がなされてい

ない。その理由を説明すべきである。 

（札幌市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものであり、  

ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたっての参考

とさせていただきます。 

 

 Ｃ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

〈課題〉中で JR石北線、石勝線、根室線の大規模な被災によ

る長期間不通は取り上げられているものの「多様な交通ネッ

トワークの重要性を再認識」について、道庁として何をどの

ように再認識したのか、具体的に記載すべきである。 

（札幌市） 

災害時に物流・人流を確保する上で、鉄道、一般道、高規格

幹線道路など多様な交通ネットワークが形成されていること

の重要性を再認識したところであり、原案１２ページに代替

性が高く災害に強い交通ネットワークづくりが必要である旨

を明記しています。 

 Ｄ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

「今後も代替性が高く災害に強い交通ネットワークづくり」

について、鉄道に関しての代替性を、道庁としてどのように

認識しているのか、記載すべきである。 

（札幌市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものであり、  

ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたっての参考

とさせていただきます。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

「地域交通の安定的継続的な確保」について、鉄道に関して

道庁としてどのように考えるのか、具体的に示すべきである。 

（札幌市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものです。  

ＪＲを含めた地域交通については、原案 12ページに地域交通

の安定的・継続的な確保や、今回新たに「国や地域、交通事

業者等との連携」について課題として明記しました。 

その他ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたって

の参考とさせていただきます。 

 Ａ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

＜現状＞に、ＪＲ北海道の全路線延長の半分以上が維持困難

の危機的状況にある現状を記述し、さら＜課題＞には、ＪＲ

北海道の全路線の維持に向け、道がリーダーシップをもって

取り組む必要がある旨を明記するよう要望する。 

交通の課題として記述のある「代替性が高く災害に強い交通

ネットワークづくり」や「日常生活を支える鉄道やバス・・

・地域交通の安定的・継続的な確保」の上で、ＪＲ北海道問

題の解決は緊急性を要している。ＪＲ北海道への国の追加支

援が 2019年度以降切れることや、国の交通政策基本計画が

2020 年度を目標年次としていること等も勘案すると、道内の

鉄道ネットワークの維持は、向こう 3～4年程度の道内の交通

に関する最大の課題といえる。 

 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の第４条

や「地域公共交通活性化・再生基本方針」では、複数の市町

村にまたがる広域的な公共交通については都道府県が主体と

なって市町村と連携しながら取り組むことが明記されてお

り、道の主体的取り組みは避けて通れない。 

（東京都北区） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものです。  

ＪＲを含めた地域交通については、原案 12ページに地域交通

の安定的・継続的な確保や、今回新たに「国や地域、交通事

業者等との連携」について課題として明記しました。 

その他ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたって

の参考とさせていただきます。 

 Ａ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

＜課題＞には高規格幹線道路の整備を進めていく旨の記述が

あるが、全路線の整備一辺倒の方針を見直し、「選択と集中」

を行う必要がある旨を明記するよう要望する。 

 ＪＲ北海道の旅客・貨物利用者の減少、赤字の要因の１つ

で、大きな驚異となっているのが、並行する高規格幹線道路

の延伸である。鉄道と道路は相互に競合・補完しあう陸上交

通ネットワークとしての検討を行い、鉄道も生かせるような

「選択と集中」が必要である。 

（東京都北区） 

本道の高規格幹線道路網の整備状況は、全国に比べて大幅に

後れているなどネットワークとしては未だ脆弱な状況にあり

ます。また、広域分散型社会を形成している本道において、

高規格幹線道路網の形成は、圏域間の交流拡大や地域医療の

充実、地域経済の活性化などを図り、企業進出や観光客の増

加等ストック効果を高めるとともに、大規模災害時における

代替性を確保し、道民の安全で安心な生活の確保に資するも

のと考えています。 

ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたっての参考

とさせていただきます。 

 Ｃ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

＜現状＞・ＪＲ北海道の経営危機により、地方鉄道は、すで

に昨年１２月の留萌・増毛間の廃止に始まり、北海道の礎を

築いた鉄道が危機に瀕しています。食糧基地の物流を守るた

め、北見ではＪＲ貨物の玉ネギ列車に、５億円を地元企業と

市町で負担した事例もあります。 

＜課題＞・方針では、新幹線と高規格道路の社会資本整備が

先行されていますが、さらに、地方の公共交通（鉄道・バス）

の確保で、一次産業・観光の振興になり、道民の豊かさにつ

なげるべきです。 

（北見市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものです。  

ＪＲを含めた地域交通については、原案 12ページに地域交通

の安定的・継続的な確保や、今回新たに「国や地域、交通事

業者等との連携」について課題として明記しました。 

その他ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたって

の参考とさせていただきます。 

 Ａ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

（原案 12 ﾍﾟｰｼﾞ）ウ 地域の生活・産業に必要な交通の確保 

＜課題＞に追加 

・北海道の鉄道網は、道内農産水産物を本州へ輸出する重要

な社会資本であり、この維持は、北海道の使命であるだけで

なく、国家的課題でもある。それを担っているＪＲ北海道は、

現在経営危機の状態にあり、この解決を誤った場合、幌内線

開通依頼１３４年かけて築き上げてきた道内鉄道網の半分を

失うことになる。道はこの危機認識に立ち、最優先課題とし

て取り組む必要がある。 

・今日、ＪＲ北海道の「維持困難路線問題」は、２０２０年

度までに解決することが求められているものの、現状は、国

交省、道、市町村とも、”火中の栗を拾う”体制になく、こ

のため、これらの機関に住民を含めた「鉄道維持スキーム」

の構築が急がれる。ＪＲ北海道の全路線維持に向け、道がリ

ーダーシップをもって、国や市町村と連携して取り組む必要

がある。 

・今回、日高線、根室本線（中富良野・新得間）は被災で崩

壊した路盤復旧が困難として、バス転換を提案されている。

しかし、１９８６年国鉄分割民営化時に採択された参議院付

帯決議では、「災害復旧の資金の確保には、特別の配慮を行

う」としており、また、根室本線同区間は、観光周遊路線で

もあることから、国に対し資金の手当をするよう要請する。 

（北見市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものです。  

ＪＲを含めた地域交通については、原案 12ページに地域交通

の安定的・継続的な確保や、今回新たに「国や地域、交通事

業者等との連携」について課題として明記しました。 

その他ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたって

の参考とさせていただきます。 

 Ａ 

（原案 13 ﾍﾟｰｼﾞ）エ 台風・豪雨・風水害・地震等 

JR日高線の被災箇所のうち、海岸すれすれの場所は、護岸建

設等を JRという民間会社に委ねていて、行政の支援に乏しい

のが現状である。「海岸保全計画」で道庁の当該建設管理部

は JRの線路は住宅施設と異なり人が常時存在しないとして、

同計画上優先順位を過度に低めていて、同被災箇所で道庁に

よる海岸保全工事着手を拒否している。道外での鉄道復旧事

例では、いずれにおいても地元行政が防災工事を行うことで、

鉄道事業者が復旧工事に着手しているのが通例である。これ

は、道庁策定の「海岸保全計画」が不適切であることを露呈

するものであり、同計画を上位計画の立場から再考を促すよ

う具体的に記載すべきである。 

（札幌市） 

海岸保全基本計画については、平成 11年の海岸法の改正を受

け、国が定めた海岸保全基本方針に基づき、沿岸毎（北海道

は 9 沿岸）に防護・環境・利用の調和した海岸保全に関する

基本的な事項を定めたものであり、策定に当たっては地域の

意見等を反映するため、学識経験者や地域市町村、関係団体

等の意見を聞いています。 

ご意見の趣旨については、海岸事業の推進に当たっての参考

とさせていただきます。 

 Ｃ 

（原案 13 ﾍﾟｰｼﾞ）エ 台風・豪雨・風水害・地震等 

今回の根室線・石北線の被災のように災害が激甚指定されて

も、JR等の鉄道施設は民間施設として現在は対象外とされて

いるが、これは不適切ことである。受け皿事業として鉄道線

路敷を公共事業として復旧支援できるような仕組みを、国に

対して交渉すべきである。なお、今回の件で国が JR北海道に

した緊急支援では、微々たる額で借入金もあることから、不

十分と言わざるを得ない。 

（札幌市） 

平成 28年 8月からの大雨災害に関し、ＪＲ北海道の被災した

鉄道施設の早期復旧が図られるよう、また、ＪＲ北海道が引

き続き安定的に経営ができるよう、激甚災害の指定を踏まえ

た特例的な支援措置などについて、ＪＲ北海道とも連携し国

等に対して強く働きかけてきました。 

ご意見の趣旨については、道政運営の参考とさせていただき

ます。 

 Ｃ 

（原案 15 ﾍﾟｰｼﾞ）（１）基本姿勢 

基本姿勢が「選択と集中」であるなら、高規格道路の建設こ

そ「選択と集中」を適用し、「戦略的・効果的な整備」や「投

資余力の減少」を考慮して、今後の新規建設区間を「限定」

すべきである。 

（札幌市） 

本方針は、対象とする社会資本整備の基本姿勢として「選択

と集中」の視点に立った戦略的・効果的な整備を掲げていま

す。 

ご意見の趣旨については、高規格幹線道路等の整備促進にあ

たっての参考とさせていただきます。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

（原案 15 ﾍﾟｰｼﾞ）（１）基本姿勢 

鉄道についてこそ、「既存ストックの有効活用や適切な維持

管理」や「ソフト対策とハード対策を適切に組み合わせ効果

的に取り組む」べきで、具体的に記載すべきである。 

（札幌市） 

本方針は、対象とする社会資本整備の基本姿勢として「選択

と集中」の視点に立った戦略的・効果的な整備を掲げていま

す。 

ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたっての参考

とさせていただきます。 

 Ｃ 

（原案 20 ﾍﾟｰｼﾞ）図 

「ソフト対策」に関する記載はあるものの、全体的に「ハー

ド対策」だけで課題を解決できるという印象が残る。「社会

資本整備の方針」であるが、例えば２０ページの図に「ソフ

ト対策」の位置付けを書き入れるなど工夫してはどうか。 

（札幌市） 

15ページの基本姿勢に「ソフト対策」と「ハード対策」を適

切に組み合わせて効果的に取組むことを明記しています。ま

た、32ページの事業ランクの考え方にも「ハードとソフトの

連携」を事業効果の視点に加えています。 

施策の推進にあたっては「ソフト対策」と連携した効果的な

取組に努めていきたいと考えています。 

 Ｂ 

（原案 20 ﾍﾟｰｼﾞ）6）持続可能な社会・経済を支える社会資本

の整備 

「総合的な交通ネットワークの形成」のうち「鉄道、航空路、

航路といった基幹的な交通ネットワーク」中で、「新幹線や

海外との航路・航空路の拡充」「北海道新幹線の札幌延伸に

向けた整備促進や新千歳空港の国際拠点空港化の促進」とあ

るが、在来線鉄道について、具体的にどのようにして、道庁

として何を行うのか不明である。具体的に記載すべきである。

「民間活力の導入」に資するような鉄道の「上中下分離策」

について、道庁としてどのような関与をするつもりか、具体

的に記載すべきである。また、鉄道ワーキングチームの提言

結果をどのように盛り込むつもりかについても、具体的に記

載すべきである。 

（札幌市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものです。  

ＪＲを含めた地域交通については、原案 12ページに地域交通

の安定的・継続的な確保や、今回新たに「国や地域、交通事

業者等との連携」について課題として明記しました。 

その他ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたって

の参考とさせていただきます。 

 

 Ａ 

（原案 20 ﾍﾟｰｼﾞ）6）持続可能な社会・経済を支える社会資本

の整備 

道内のインフラ整備で、道庁と北海道開発局の分担関係につ

いての記載が無い。具体的に記載すべきである。 

（札幌市） 

本方針では、北海道開発局を含めて「国や市町村との連携・

支援」についての取組を 23ページなどに記載しています。 

 Ｂ 

（原案 20 ﾍﾟｰｼﾞ）6）持続可能な社会・経済を支える社会資本

の整備 

「鉄道、航空路、航路といった基幹的な交通ネットワークや

交通基盤の充実を図る」との記載があるが、この中で最も危

機的状況にあるのが鉄道である。以下の具体的政策を記述す

るよう要望する。 

・ＪＲ北海道の全路線の維持に、道がリーダーシップをもっ

て取り組む。そのために、鉄道の費用便益分析やクロスセク

ター効果の調査・算定を道が主体となって行い、鉄道への財

政支援の根拠を数値で明らかにする。 

・「地域公共交通の活性化および再生に関する法律」など、

現行の支援制度は積極的に利用する。 

・ＪＲ貨物の線路使用料に係る貨物調整金や、青函トンネル

維持管理負担の軽減など、所要の財政支援を国に求める。 

・線路や車両を保有するなど道が主体となった上下分離の検

討、2019年度以降の持続可能なスキームを国と連携して構築

する。 

・道自身も応分の財政支援をすべく、財源創出策を構築する。 

（東京都北区） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものです。  

ＪＲを含めた地域交通については、原案 12ページに地域交通

の安定的・継続的な確保や、今回新たに「国や地域、交通事

業者等との連携」について課題として明記しました。 

その他ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたって

の参考とさせていただきます。 

 

 Ａ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

（原案 20 ﾍﾟｰｼﾞ）6）持続可能な社会・経済を支える社会資本

の整備 

高規格幹線道路は、上述の通り全路線の整備一辺倒の方針を

見直し、交通ネットワークのあり方を検討した上で「選択と

集中」を行うよう見直すべきである。 

（東京都北区） 

本道の高規格幹線道路網の整備状況は、全国に比べて大幅に

後れているなどネットワークとしては未だ脆弱な状況にあり

ます。また、広域分散型社会を形成している本道において、

高規格幹線道路網の形成は、圏域間の交流拡大や地域医療の

充実、地域経済の活性化などを図り、企業進出や観光客の増

加等ストック効果を高めるとともに、大規模災害時における

代替性を確保し、道民の安全で安心な生活の確保に資するも

のと考えています。 

意見の趣旨については、高規格幹線道路等の整備促進にあた

って参考とさせていただきます。 

 Ｃ 

（原案 20 ﾍﾟｰｼﾞ）○産業活動や暮らしを支える社会資本の戦

略的・効果的な整備に追加 

・イギリスで発達した手法に、クロスセクターベネフィット

があり、これは、行政機関が鉄道等に対し補助することによ

り、旅客だけで無く、物流など他分野を含めた総合的な経済

効果を測定するもので、費用対効果が５倍あったとする報告

例がある。今日問題になっている、ＪＲ北海道の赤字補填の

正当な根拠の算定や納税者への説明のため、道が主体になっ

てクロスセクターベネフィットを実施する。 

（北見市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものです。  

ＪＲを含めた地域交通については、原案 12ページに地域交通

の安定的・継続的な確保や、今回新たに「国や地域、交通事

業者等との連携」について課題として明記しました。 

その他ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたって

の参考とさせていただきます。 

 

 Ａ 

（原案 22 ﾍﾟｰｼﾞ）ア効果的・効率的な維持管理の最後に追加 

・２０年後の道施設の老朽インフラ率は５０％を超え、この

更新費用は、否が応でも増やさなければならない。しかし、

一方で道債残高の増加を考えると、これ以上の有利子起債は、

極力避けなければならない。この二律背反の問題を解決する

手法として、「住民資金によるマイナス金利債」がある。こ

れは、クラウドファンディングの一種であり、少額の起債事

業に適しているから、いち早く採用することが求められてい

る。 

（北見市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものであり、  

ご意見の趣旨については、道政運営の参考とさせていただき

ます。 

 Ｃ 

（原案 28 ﾍﾟｰｼﾞ）a.重視すべき視点 

重視すべき視点の具体的判断基準について、①～⑥のいずれ

かということであれば、全ての施策が該当するのではないか。 

（札幌市） 

現在の５７施策については、①～⑥のいずれかの重視すべき

視点に該当しています。これに加え「緊急性」「波及性」の

視点を設定し３つの視点で優先度を設定しています。 

 Ｅ 

（原案 28 ﾍﾟｰｼﾞ） b. 緊急性（時間の視点） 

緊急性の具体的判断基準（ｂ）③に記載のある「差し迫った

課題」とはどのようなイメージか。例えば災害復旧や、道路

の点検で「判定区分Ⅳ（緊急措置段階）」と判断されたもの

は本方針の対象外との認識で良いか。 

（札幌市） 

建物の耐震化や交通事故対策など道民の生命や生活に影響を

及ぼすような差し迫った課題です。 

災害復旧や修繕などは最優先に取り組むべきものとして優先

度の対象としていません。 

 Ｅ 

 

 

 

 



7 

 

 

（２）別表１にある施策毎の優先度について 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

「グループＡ」が１８施策となっており、現在の財政状況を

踏まえると、更なる評価（振り分け）が必要になるのではな

いか。実効性のある「選択と集中」を期待する。 

（札幌市） 

本方針の実効性を確保するため、「社会資本整備推進会議」

など道の組織が一丸となって、より一層の効果的・効率的な

事業の執行に努めていきます。 

 Ｂ 

公立学校施設の整備（９０１）が「Ｂ１］、私立学校への施

設整備への支援（９０２）が「Ｃ」となっている。施策の主

旨が同じであれば、同ランクとすべきと考える。 

（札幌市） 

重視すべき視点に加え一層の「選択と集中」の観点に立って

「緊急性」「波及性」の２つの視点を設定し、これら３つの

視点により施策優先度を設定しています。 

 Ｄ 

冬期交通の確保（７１２）は、最近の降雪の状況を踏まえる

と、地域差を設けない方が望ましいのではないか。 

（札幌市） 

本方針では、地域に根ざした政策展開を図るため、「連携地

域別政策展開方針」との整合を図るとともに、市町村等の意

見も含め、連携地域の意向も取り入れながら地域優先度を設

定しています。 

 Ｄ 

交通基盤の中に在来線鉄道についても、A や B に記載すべき

ものがあるので、具体的に記載すべきである。 

 （札幌市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものであり、

ＪＲを含めた地域交通の確保については、優先度の対象とは

していません。 

ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたっての参考

とさせていただきます。 

 Ｃ 

施策優先度の「対象とする施策」は「北海道総合計画」の社

会資本整備に関連するものに限定され（原案 27ページ）、さ

らに事業優先度の「対象とする事業」は道が事業主体として

社会資本を直接整備するものに限定されている（原案 31ペー

ジ）。これでは、鉄道路線の維持のような、本来道が主体と

なって取り組むべき施策・事業が抜け落ちることとなる。対

象とする施策・事業は「北海道総合計画」や道が直接整備す

るもの限定することなく、道内の社会資本整備のうち、道が

主体的に関与すべき重要な施策・事業とすべきである。少な

くともＪＲ北海道の鉄道路線維持は対象施策に追加するよう

要望する。 

 鉄道の施策は、施策優先度の「a 重視すべき視点」「b 緊

急性」「c 波及性」のすべてに該当するため、原案 29ページ

のフローに従うと、施策優先度「グループＡ」に当てはまる。 

（東京都北区） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものであり、

ＪＲを含めた地域交通の確保については、優先度の対象とは

していません。 

ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたっての参考

とさせていただきます。 

 

 Ｃ 

高規格幹線道路の整備が「グループＡ」とされているが、「b 

緊急性」に該当する理由がなく、「c 波及性」に該当するか

どうかも疑問である。従って、原案 29ページのフロー従い、

施策優先度は「グループＢ２」又は「Ｃ」とすべきである。 

（東京都北区） 

全道優先度は、原案 27ページから記載しているとおり、重視

すべき視点に加え一層の「選択と集中」の観点に立って「緊

急性」「波及性」の 2 つの視点を設定し、これら 3 つの視点

により、全道的な観点から、施策優先度決定までの流れに示

すプロセスを経て設定しています。 

 Ｄ 

優先度 グループＡ 

 分野・交通基盤 鉄道網の確保を追加願います。 

（北見市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものであり、

ＪＲを含めた地域交通の確保については、優先度の対象とは

していません。 

ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたっての参考

とさせていただきます。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

別表１の最初に「交通基盤」を移行し次の施策を追加 

「施策名」クロスセクターベネフィットの実施 

「施策の概要」道内鉄道の、農水産物の輸出、観光客の移動

に果たす役割は大きく、その経済効果の測定が必要であり、

このため存廃検討に先立ち、道が率先し、区間別ではなく、

ＪＲ北海道を一体のものとし、クロスセクターベネフィット

を実施する。 

 

「施策名」ＪＲ北海道の抜本的再建スキームの構築 

「施策の概要」今日のＪＲ北海道の経営危機は、３０年前の

国鉄分割民営化に起因するから、国に対し、抜本的な再建ス

キームの構築を求める。 

 

「施策名」上下分離方式の実施 

「施策の概要」最も現実的なＪＲ北海道の再建は上下分離方

式であり、「下」を国交省北海道開発局が担うよう要請する。 

 

「施策名」道によるＪＲ北海道の株式取得 

「施策の概要」今日のＪＲ北海道の経営危機に際し、道は以

前から地域といて深く関わるべきであったから、今後は株式

の一部を取得し経営に参画できるよう、国に対しＪＲ法改正

を要請する。 

 

「施策名」「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」

の積極的活用 

「施策の概要」上下分離方式にした場合で、「下」を地方公

共団体が所有した場合の年間維持経費を地方交付税で補填で

きるよう同法改正を要請する。 

 

「施策名」マイナス金利債、ふるさと納税による鉄道を財源

の創出 

「施策の概要」道は、マイナス金利債、ふるさと納税による

鉄道財源創出に取り組む 

（北見市） 

本方針は、概ね 10年間の社会資本整備の基本的な考え方を示

すとともに、基盤整備（ハード整備）を対象に、限られた財

源の中で戦略的・効果的な整備を進めようとするものであり、

ＪＲを含めた地域交通の確保については、優先度の対象とは

していません。 

ご意見の趣旨については、交通政策の推進にあたっての参考

とさせていただきます。 

 Ｃ 

 

（３）その他 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

道の財政状況や交通事業者の経営状況を踏まえると、２０ペ

ージの交通ネットワークの形成に関する記載は前向き過ぎる

印象である。 

（札幌市） 

北海道新幹線の開業や新たな航空路線の開設などにより本道

と国内外との交流人口の拡大が期待される中、その効果を全

道各地に波及させ、地域の活性化につなげていく必要があり

ます。 

 Ｄ 

優先度（緊急性）が高いと判断された施策・事業については、

推進のスケジュールについて、早い段階で公表すべき。 

（札幌市） 

ご意見の趣旨については、施策の推進に当たっての参考とさ

せていただきます。 

 Ｃ 

ＪＲ北海道の危機は、北海道の危機でもあります。鉄道は、

安心の地域づくり、農林水産業の活性化に欠かせないからで

す。誰のための「地方創生」なのか。 

早急に北海道がリーダーシップをとり、市町村とともに、国

に要請し、協議すべきです。 

（北見市） 

ご意見の趣旨については、道政運営に当たっての参考とさせ

ていただきます。 

 

 Ｃ 
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※「意見に対する道の考え方」のＡ～Ｅの区分は次のとおりです。 

 Ａ 意見を受けて案を修正したもの 

Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの 

Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの 

Ｄ 案に取り入れなかったもの 

Ｅ 案の内容についての質問等 

 

 

（４）理解度に関するアンケートの結果 

 

 設問：この方針（原案）の内容について理解できましたか（１つ選んで番号に○を囲んで下さい） 

  

 選  択  肢 回答数 

１ よく理解できた ０ 

２ 概ね理解できた ５ 

３ あまり理解できない ０ 

４ まったく理解できない １ 

 未 回 答 １ 

 合   計 ７ 

 

 

 

 

   

 

 

問い合わせ先 

  総合政策部政策局社会資本課（社会資本グループ） 

 電話０１１－２３１－４１１１ 

  内線２３－７１２、２３－７３３ 

 


