
（様式第２号　道民意見提出手続の意見募集結果）

※「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。

意　見　の　概　要

全体
○道の交通政策を拝見しても、具体性がありま
せん。今残っている鉄路をどのようにしたら残
せるのか。道の主体的方向性を示して欲しい。

（北見市） （P.22～43） Ａ
全体
○少子高齢化は深刻な社会問題、一方農業王国
として、農産物の輸送を陸送に頼るのは限界で
あり、環境問題の観点からもこれ以上、鉄路を
失うことは出来ない。そのためにも道路財源と
同じく下（鉄路）は国・道で持つべき。

（北見市） Ｃ
全体
○人口減少や札幌への一極集中など、地域の衰
退が進もうとしており、地域経済の活性化・再
生に向け、道としての施策を抜本的に強化する
ことと結びつけた指針とすべき。

（札幌市） （P12） Ｃ

北海道交通政策指針（原案）についての意見募集結果

平成３０年４月４日

　北海道交通政策総合指針（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、２０人、２団体から、延べ１５１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。

意見に対する道の考え方※

　2030年頃の北海道交通のめざす姿とし
て、｢世界をひきつけ、地域の未来を創る
交通ネットワークの実現｣に向けて、｢シー
ムレス交通戦略｣や｢地域を支える人・モノ
輸送戦略｣など、道内の持続的な公共交通
ネットワークの確保に向けて、取り組むこ
ととしており、ご意見については、参考と
させていただきます。

　持続的な鉄道網の確立に向けては、ＪＲ
北海道の徹底した経営努力を前提に、国の
実効ある支援とともに、地域においても可
能な限りの協力・支援を行うことが重要と
考えており、ご意見については、参考とさ
せていただきます。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を記載しました。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

全体
○鉄道に関して、基本的な方向は「国の責任に
おいて、全ての路線を維持・存続すべき」とい
うスタンスを明らかにすべき。
　30年前の国鉄分割・民営化に問題の発端があ
り、公共インフラの全国展開についての責任が
ある。

（札幌市） （P41） Ｃ
全体
○路線バスについても国の補助金の打ち切りが
出されるなど、国の施策転換との関係でさらに
困難が増すことも考えられ、バス転換では将来
にわたって住民の足を守れる保障がないので、
国に対する意見をしっかり書き込む必要があ
る。

（札幌市） （P123） Ｃ
全体
○北海道新幹線の札幌開業を計画期間の最終年
度とするならば、地域交通の確保は、新幹線開
業を睨んだ地域戦略（沿線各地域、広域、全道
のそれぞれの地域戦略)の中で語られなければな
らない。私は、地域戦略を構築する中で、道内
ではがしていい線路はどこにもないという意見
に賛成である。本指針については、どう地域を
活性化していくかという地域戦略と表裏一体の
ものとし、その中で、鉄道をはじめとした公共
交通による交通体系をどのように構築するかを
明記したものに、全体を再構成していただきた
い。

（神奈川県） Ｃ
全体
○指針の中で指摘されている、インバウンドへ
の対応、シームレス交通戦略、安定的な交通・
物流ネットワークの確保のためには、本来的に
安全性が高く、利便性に優れ、長距離短距離と
も快適に移動できる交通モードである鉄道を十
分に活用し、バス等の二次アクセス網と連携し
た道内公共交通ネットワークを形成すべきであ
る。加えて、道内人口が減少し、総合振興局の
ある市町など地域の中心となる都市への人口集
積が進むと考えられることから、都市間の距離
があり寒冷、積雪などの特有の気象条件を持つ
道内であれば、なおのこと鉄道の特性が活かさ
れるものであり、これを有効活用していかなけ
ればならない。

（神奈川県） Ｃ

　鉄道網のあり方については、今後、交通
事業者はもとより、道や国も参画し、各々
の実情や線区の特性を踏まえた検討・協議
をさらに加速させていくことが重要と考え
ており、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　本指針については、鉄道やバス、航空
機、フェリーなど交通モード間の連携によ
る利便性の高い移動の実現や人口減少のも
とでも地域の暮らしや産業経済を支える安
定的かつ持続的な交通・物流の確保などを
進める考えであり、ご意見については、参
考とさせていただきます。

　「Ⅴ2(3)②安定した地域交通の確保」に
おいて、バス路線の維持・確保等に関し
て、関係機関と連携して取り組むこととし
ており、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　Ⅳの「２　鉄道網の展望」において、Ｊ
Ｒ北海道の経営再生に向けては、引き続
き、国が中心的な役割を担うべきであるこ
と、持続的な鉄道網の確立に向けて、ＪＲ
北海道の徹底した経営努力を前提に、国の
実効ある支援とともに、地域においても可
能な限りの協力、支援を行うことが重要で
ある旨記載したところであり、ご意見につ
いては、参考とさせていただきます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P1
○環境が大きく変わったのは鉄道関係である。
本指針は道内の基幹交通として鉄道を明確に位
置づけ、利活用を推進することを中心に据えた
指針とすべき。

（東京都） （P20） Ｂ
P1.4
○指針を北海道総合計画の特定分野別計画と位
置づけ、北海道の交通政策の基本を定めるのな
ら、道民のために「地域を支える」を最初に来
るべきと考える。

（札幌市） Ｃ
P1
○「Ⅰ　はじめに」に以下を追加記述。
　わが国は、2017年「パリ協定」を締結した。
今後国内の諸計画は、すべてパリ協定を遵守す
る立場から策定せねばならない。地球温暖化防
止対策は、住民一人ひとりの日常生活から自治
体の諸計画に至るまで、周到な見直しの上に構
築せねばならない。
特にCO2排出削減に貢献できる公共交通機関は鉄
道であり、この計画でも効率性・利便性にとら
われず、最大限の配慮が必要である。
パリ協定と「北海道交通政策指針（原案）」の
目標年次が2030年で一致していることから、CO2
等26％削減の最終目標に合わせた各年次の実現
の目標を示す必要がある。

（北見市） （P113） Ｃ
P1
○「はじめに」の中で、本指針の策定趣旨とし
て、昨今のＪＲ北海道経営危機に伴う事業範囲
の見直への対応を謳っているが、鉄道に対する
記述はわずかであり、活用するのか切り捨てる
のかも曖昧である。加えて、各地域の「各交通
モードの方向性」に係る鉄道部分について、鉄
道ネットワーキングチームフォローアップ会議
に委ねているという理由で、空欄のまま原案を
提出し意見を求めていることは、案として成立
していない。

（神奈川県） (P22～43) Ａ

　鉄道など交通モードの位置づけは、「Ⅳ
１ 交通ネットワーク形成圏」＜北海道型
公共交通ネットワークの基本イメージ＞
に、また、「Ⅴ具体的な施策」において、
鉄道を含む交通の利活用を記載しているこ
とから、ご意見の趣旨と同様と考えられま
す。

　施策展開の４つの基本方向は、順番をつ
けたものではなく、いずれも北海道の発展
を支える交通ネットワークの実現に欠かす
ことのできない取組と考えており、ご意見
については、参考にさせていただきます。

　CO2削減については、「Ｖ2(2)⑤新技術
の活用と環境負荷の低減」（交通分野にお
ける環境負荷の低減に向けた取組）に記載
しており、ご意見については、参考とさせ
ていただきます。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を記載しました。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P4
○「Ⅲ　交通ネットワーク形成の基本的な考え
方」の「１　基本方向」に、以下を追加記述。
（５）クロスセクターベネフィットの実施
　現在ＪＲ北海道は、「維持困難10線区13区
間」の沿線自治体に対し、その存廃を提案して
いる。公共交通機関の廃止検討に際し、国、
県、市町村の7000万円の行政補助をした場合、3
億5600万円の便益があったとするクロスセク
ターベネフィットの研究事例があり、存廃議論
に先立ち、この試算を行い、その結果を各行政
機関、住民に公開し、議論に資するものとす
る。

（北見市） Ｃ
P7
○インバウンドの加速化はよいのだが、公共交
通は「地域の足」を前提にして、道民向けの施
策をまず重点的に行うべきではないか。

（札幌市） （P12） Ｃ
P10
○災害に強い交通戦略内に運休情報や代替交通
に関連する情報を一元化する機関を設置するか
のような図があるが、同様にシームレス交通戦
略を立てるような、交通ダイヤ等を一元管理調
整する機関があっても良いのではないか。

（札幌市） （P82） Ｂ
P10
○③シームレス交通戦略
　道内公共交通網の最大の弱点は、異なる交通
モード同士ばかりでなく、同じ交通モード相互
間の連携に関して、交通事業者がほぼ全く意識
を持っていない点にある。
 シームレス化を推進するために、交通事業者の
意識をどのように変えるか、そして事業者同士
の調整をどのように行うのか、具体的な施策を
示していただきたい。

（神奈川県） （P82） Ｃ
P11
○｢地域を支えるヒト・モノ輸送戦略｣における
人流、物流それぞれについて、空路(飛行機)、
陸路(自動車、トラック、バス)、鉄路(JR網、北
海道新幹線)、海路(船舶)の各輸送モードの今後
の北海道における役割分担、活用戦略が示され
ていない。

（札幌市） （P22～39） Ｃ

　道民の皆様の暮らしや産業経済を支える
鉄道の役割を踏まえ、持続的な鉄道網の確
立に取り組むこととしており、ご意見につ
いては、参考とさせていただきます。

　インバウンド加速化のほか、シームレス
交通や地域を支える人・モノ輸送戦略な
ど、地域の暮らしを支える施策に取り組
み、北海道の発展を支える総合的な交通
ネットワークの実現を図ることとしてお
り、ご意見については、参考にさせていた
だきます。

　「Ⅴ1(3)シームレス交通戦略」におい
て、地域の関係者による検討会議の設置や
利便性向上に向けた社会実験等の実施を掲
げており、ご意見については、参考とさせ
ていただきます。

　「Ⅳ１交通ネットワーク形成圏」の各地
域において、今後の方向性として、各交通
モードの役割を、また、「Ⅴ具体的な施策
の展開」に、各施策ごとに、具体的な取り
組みを記載しておりますが、ご意見につい
ては、参考とさせていただきます。

　「Ⅴ1(3)シームレス交通戦略」におい
て、地域の関係者による検討会議の設置を
記載しており、ご意見の趣旨と同様と考え
られます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P11.35
○④地域を支えるヒト・モノ輸送戦略
 　本項目内でモーダルシフトの推進を謳ってい
るが、貨物列車を運転する路線は、ＪＲ発足以
降減少する一方であり、鉄道輸送を選択して
も、実際はトラックに頼る区間が多く、鉄道が
もたらす利便性や運賃上のメリットを、荷主が
十分享受できていない。鉄道ネットワークの活
性化とモーダルシフト推進の双方を具体化する
ために、荷主、ＪＲ貨物、利用運送事業者との
連携の下、鉄道貨物輸送の強化を推進すること
を明記していただきたい。

（神奈川県） （P116） Ｃ
P13
○生活圏交通において、鉄道を都市部だけに
限っている理由が示されていない。

（札幌市） （P20） Ｃ
P13.17.22.25
○幹線交通・広域交通・生活圏交通に鉄道が主
な交通モードとなっているが、鉄道の基本方向
を示さないままでは無責任。

（札幌市） （P22～43） Ａ
P14
○提示された3類型以外に、道央圏の計画を付け
加えるべき
（理由）：JR北海道でいうKITACAエリア内のよ
うな、道内でも比較的採算的運営が可能な地域
での、交通と生活関連事業とを一体化・複合化
した計画を立てるべきであり、また札幌市や周
辺都市との調整役を道庁が担い、空港アクセス
二次交通も含めた独自の交通施策を他の全道に
波及できるような計画を別立てで構築すべき。

（札幌市） Ｃ
P14
○３つの交通ネットワーク形成圏において、幹
線交通のかかわりで各交通圏相互の関連性など
も適切な記述が必要。
鉄道で言えば、札幌～稚内、網走を直行する特
急列車の減便など

（札幌市） （P22～39) Ｃ

　生活圏交通は、単一市町村・周辺エリア
における日常生活に密接した交通ネット
ワークであり、主な交通モードは例示とし
て記載したものであります。
地域の実情に応じた交通手段の確保に向け
た取組を進めることが重要と考えており、
ご意見については、参考とさせていただき
ます。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性及び鉄道
網の展望を記載しました。

　人やモノの動きや地域間のつながりの観
点から、一定の地理的範囲を３つの交通
ネットワーク形成圏として設定したもので
す。
　なお、道央圏では、平成22年3月に「都
市交通マスタープラン」を策定し、道央都
市圏の将来像と目指すべき交通の姿を設定
しております。
　ご意見については、参考とさせて頂きま
す。

　交通ネットワーク形成圏相互の関連につ
いては、「今後の方向性」において、隣接
する形成圏と連動しながら、本道経済を活
性化することを記載しております。
　ご意見については、参考とさせて頂きま
す。

　トラック輸送から鉄道輸送への転換な
ど、モーダルシフトの推進は、CO2排出量
の削減や物流システムの改善に大きな効果
が期待されることから、「Ⅴ2(2)⑨企業間
連携の促進による効率化」（モーダルシフ
ト等の推進）に記載しており、ご意見につ
いては、参考とさせていただきます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P15～26
○「交通の現状」や「主な課題の「鉄道」の記
載
　路線があるだけで、どのように結んでいるの
かが書かれていない
　「検討・協議の加速化」と書かれているだけ
で、今まで道庁がどうしてきたのかの記載がな
い。
　それに対し、「高規格道路」「バス・乗合タ
クシー」「航空」「船舶」は何らかの具体的記
載がなされていて、その落差に従来の道庁の鉄
道への無関心さが現れていると言っても過言で
はない。

（札幌市） （P22～39） Ｃ
P16
○札幌市の地下鉄・路面電車および函館市の路
面電車について
鉄道の項目に全く記載がないが、公共交通ネッ
トワークの一翼を担っている重要な交通機関で
あることから、以下の記載を盛り込むべき。
「札幌市営地下鉄・路面電車、函館市営路面電
車については、今後も住民や観光客の大切な公
共交通機関として維持充実および路線延伸を
図っていく」

（音更町） （P26） Ａ
P16～18.20～22.24～26
○高速道路暫定２車線区間全線へのガードロー
プ設置について
　供用中の高速道路のうち、道東道等、暫定２
車線の区間において、正面衝突等の事故が多発
している。本来、４車線とするか中央分離帯を
設置すべきだが、事故防止のための緊急的な措
置として、以下の内容を追記してはどうか。
　「高速道路・高規格道路の暫定２車線区間に
ついては、正面衝突等の事故防止のため、トン
ネルを含む全線へのガードロープ設置を推進し
ていくよう、NEXCO東日本に要請していく。」

（音更町） （P78） Ｃ

　「現状・課題」に加え、「今後の方向
性」に各交通ネットワーク形成圏における
交通ネットワークの方向性や鉄道に関する
記載内容を追加したところであり、ご意見
については、参考とさせていただきます。

　高規格幹線道路の暫定２車線区間の安全
対策は、重要であり、「Ⅴ1(1)インバウン
ド加速化戦略」「方策8 高規格幹線道路
ネットワークの形成」などに記載しており
ますが、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　ご意見をふまえ、「Ⅳ１交通ネットワー
ク形成圏の今後の方向性」に「地下鉄や路
面電車などの多様な交通手段の連携を強化
し、利便性の高い交通の実現を図る。」と
追記しました。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P16.20.24
○地域づくりの方向性について
以下の記載例のような形で記述を追加すべきで
ある。
「交通事故防止や地球温暖化防止の観点に鑑
み、マイカー依存型のライフスタイルから公共
交通を中心とした人と環境に優しい地域づくり
への転換を推進する。」
（a.交通事故について）
交通の課題として、減少したとはいえ、道内で
は交通事故による死傷者が相変わらず多数に
上っていくことから、交通事故抑止のために公
共交通機関へのシフトを推進していくべき趣旨
の記載を各エリアの「地域づくりの方向性」の
項目に盛り込むべき。
（b.地球温暖化防止について）
本道では、地球温暖化の原因となる温室効果ガ
ス(CO2)の排出のうち、マイカーを主とする運輸
部門に起因するものが大きな割合をしめている
ことから、地球温暖化防止の観点から公共交通
へのシフトを推進していくべき趣旨の記載を各
エリアの「地域づくりの方向性」の項目に盛り
込むべき。

（音更町） （P113、132） Ｃ
P17.21.25
○JR単独では維持する困難な線区について、記
載内容に差があり、方向性の具体的な記載がな
いにも関わらず、一定の方向付けをしていると
感じる。

（札幌市） （P22～43） Ａ
P17
○北海道新幹線の札幌開業後の並行在来線につ
いては、経営分離が法律で定められていないこ
とをふまえれば、その是非も課題とすべき

（札幌市） Ｄ

　交通事故や地球温暖化の防止の取り組み
は重要と考えており、「Ⅴ2(2)競争と共生
⑤新技術の活用と環境負荷の低減」（交通
分野における環境負荷の低減に向けた取
組）や「(4)リスクに備える　①防災・減
災対策の強化と国土強靱化の推進」（交通
安全対策の推進）に、それぞれ取組を記載
しておりますが、ご意見については、参考
とさせていただきます。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を記載しました。

　北海道新幹線については、整備新幹線の
整備に関する基本方針に基づき、「並行在
来線の経営分離についての沿線自治体の同
意」などの条件を満たしていることを確認
した上で、着工されております。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P17.21.25.66
○ＬＲＴ（次世代型路面電車）導入の推進につ
いて
　富山市等で導入され、少子高齢社会に対応
し、地球　環境にも優しいコンパクトな街づく
りのための有効な交通機関であるＬＲＴの道内
での導入推進について、以下の記載を追記して
はどうか。
　「ＬＲＴ（次世代型路面電車）は富山市等で
導入され、少子高齢社会に対応し、地球環境に
も優しいコンパクトな街づくりのための有効な
交通機関である。道内においても、既に路面電
車が運行されている札幌市や函館市はもとよ
り、旭川市、帯広市等の地方中核都市において
導入について検討していく」

（音更町） （P26） Ｃ
P17.53
○道南いさりび鉄道について
　「10年で23億円の公的負担」とあるが、な
ぜ、各種交通機関のうち同鉄道についてのみ金
額が記載されているのか、なぜ1年ではなく10年
なのか。同鉄道とは比較にならない膨大な金額
を費やしている路線バスに対する補助金の金額
や、高速道路・一般道路の維持管理費なども指
針の中に同様に記載すべきであり、それができ
ないのであれば、あえて同鉄道の公的負担の金
額を記載すべきではないと思われる。

（音更町） （P25、P108) Ａ
P17.65
○新幹線札幌開業の際の函館線の経営分離につ
いて
　多数の貨物列車が走行する函館・長万部間は
鉄道維持、長万部・小樽間はバス転換との方向
性が内々に検討されているようだが、以下の理
由から下記を追記してばどうか。
　「長万部・小樽間については、有珠山（２０
００年に噴火）や樽前山の噴火等の際、室蘭線
が不通となった場合の旅客・貨物の迂回路とし
て重要であり、同区間については鉄道として維
持していくこととする。」

（音更町） （P123） Ｃ
P18.22.26
○鉄道は地域間、地域内の旅客輸送に加え、イ
ンバウンドや物流をも担う基幹交通として道が
主体となって維持、利活用を進めるよう記載す
べき

（東京都） Ｃ

　交通ネットワークの方向性において、地
下鉄や路面電車など多様な交通手段の連携
を強化すること、地域の実情を踏まえた最
適な交通ネットワークの構築に取り組むこ
となどを記載しており、ご意見について
は、参考とさせていただきます。

　ご意見を踏まえ、修正いたしました。

　持続的な鉄道網の確立に向けては、ＪＲ
北海道の徹底した経営努力を前提に、国の
実効ある支援とともに、地域においても可
能な限りの協力・支援を行うことが重要と
考えており、ご意見については、参考とさ
せていただきます。

　北海道新幹線の札幌延伸に伴い経営分離
される区間の今後の取組方向は、「Ⅴ具体
的な施策の展開」に記載のとおり、沿線地
域等と開業後を見据えた地域公共交通の確
保に向けた取組を進めながら、決定してい
くこととしており、ご意見については、参
考とさせていただきます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P18.22.26
○パブコメは道の案が提示できる段階で改めて
行うのが適当と考える

（札幌市） （P22～43） Ｅ
P18.22.26
○3大地域の交通ネットワークの部分には、いず
れも鉄道の部分が空白である。

（江別市） （P22～43） Ａ
P18.22.26
○交通の要所を占めるべき鉄道のあり方、方向
性が曖昧な表現となっている。
　鉄道の位置付けがはっきりしていない中で道
民にコメントを求められても、どのように質問
してよいのかわからない。

（新十津川町） （P22～43） Ｅ
P18.22.26
○各交通モードの方向性・鉄道が示されないま
ま、パブコメを行うのは非常識で、再度本パブ
コメをやり直すべきである。ワーキングチーム
の結論が出てから行うのが筋であるし、フォ
ローアップ会議を非公開とし、結果だけを強要
するやり方は、不誠実である。

（札幌市） （P22～43） Ｅ
P18.22.26
○重要な内容が検討中で未確定であるにもかか
わらず、コメントを求めるのは、パブリックコ
メントの趣旨に反します。加えて、パブコメの
募集期間も1週間ほどで短すぎます。道は、パブ
コメ募集を直ちに中止・撤回し、道内各地での
説明会などより実効性のある方法で、政策指針
の確定した内容を道民に説明し、道民からの意
見聴取を行うべきです。

（札幌市） （P22～43） Ｅ
P18
○インバウンド対応（観光客の利用が多い主要
駅のバリアフリー化）について
　以下のとおり具体的に駅名を列挙して追記し
てはどうか。
　「観光客の利用の多い南千歳駅は上りエスカ
レーターのみ、登別駅、洞爺駅、大沼公園駅、
などは階段のみとなっており、荷物の多い観光
客や高齢者、障がい者に対するホスピタリティ
として問題である。シームレスな乗換を図るた
め、各駅にエレベーター等の設置を推進す
る。」

（音更町） （P115） Ｃ

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を追記しました。
　なお、道民意見提出手続における意見の
募集期間については、１回目は1月12日か
ら１月31日までの20日間、２回目は2月16
日から3月1日までの14日間、実施しており
ます。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を記載の上、２回目のパブリックコ
メントを実施しました。

　公共交通におけるバリアフリーの取組は
重要と考えており、「Ⅴ2(2)⑥バリアフ
リー化の推進」に全道的な観点で取組を記
載しておりますが、ご意見については、参
考とさせていただきます。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を記載の上、２回目のパブリックコ
メントを実施しました。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を記載しました。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を記載の上、２回目のパブリックコ
メントを実施しました。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P18.22.26
○路線バスの利便性向上について
　ＩＣカード導入等、利便性向上が必要と考え
られるため、以下を追記してばどうか。
　「遅れているＩＣカードの導入推進のほか、
設置費用が広告料で賄われる広告付バス停上屋
やバスロケーションシステムの設置推進、同一
路線において複数事業者が運行している場合の
系統番号・定期・回数券共通化など利便性向上
に向けた取組を支援していく。」

（音更町） （P110～111） Ｃ
P18.22.26.53
○主要都市圏におけるＪＲ新駅設置による利便
性向上について
　新駅の設置による利便性の向上に伴い経営上
もメリットがあることから、以下を追記しては
どうか。
　「札幌圏の苗穂・白石間や、室蘭圏の鷲別・
幌別間、苫小牧圏の苫小牧・沼ノ端間、旭川圏
の北旭川、帯広圏の西帯広・柏林台間、函館圏
の函館・五稜郭間など、宅地化や商業施設の設
置に伴い、新駅設置により利便性向上が見込ま
れる地区において新駅を設置し、利便性向上を
図ることにより、経営上もメリットがあるた
め、各都市圏における新駅の設置による利便性
向上を図っていく。」

（音更町） （P108） Ｃ
P18.22.26.64
○「公共交通利用に対する意識醸成・転換」
「モビリティ・マネジメント」について
　上記ページの記載について、趣旨はよいが、
住民に対する意識醸成・転換の大前提として、
以下を追記してはどうか。
　「行政機関の職員が率先して普段から通勤、
出張、レジャー等の日常生活で公共交通を利用
するよう意識改革を行うことが必要であるた
め、各機関において、職員に対する啓発を行っ
ていくこととする。」

（音更町） （P83） Ｃ

　利用者の利便性向上に繋がる鉄道の取組
は重要と考えており、「Ⅴ2(2)競争と共生
①持続的な鉄道網の確立」などに鉄道施設
や車両の設備投資などに関して記載してお
りますが、ご意見については、参考とさせ
ていただきます。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「Ⅴ2(2)競争と
共生　④交通機関相互の連携強化による利
便性の高い移動の実現」（交通モード間の
連携による移動の円滑化）において、「Ｉ
Ｃカードの普及促進など」を追記するな
ど、利便性向上に向けた取組を進めること
としており、ご意見については、参考とさ
せていただきます。

　「Ⅴ1(3)シームレス交通」に「ノーカー
デーなど公共交通の利用促進の取組」を追
記し、モビリティマネジメントの取組を推
進していくこととしており、ご意見につい
ては、参考とさせていただきます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P18.42.43.45.65.85
○新千歳空港の鉄道アクセスについて
　インバウンドが急増する中、現状、国際線利
用者に対する鉄道アクセスが不十分である。今
後の利便性向上のため、以下を追記してはどう
か。
　「現状の新千歳空港駅は国内線ターミナルビ
ルの直下にあるため、国際線ターミナルからは
数百メートル離れ、国際線ターミナルと新千歳
空港駅とは徒歩で10分程度の時間を要してい
る。このような状態は、今や300万人を超えるイ
ンバウンドがあり、今後も増加が見込まれる中
で、手荷物の多い国際線利用者に対するホスピ
タリティとして問題と考えられる。成田空港や
羽田空港などと同様、JR線を国際線ターミナル
直下まで延伸し「国際線ターミナル」駅を設置
することで、快適でシームレスな空港アクセス
を実現させることが必要である。」

（音更町） （P77） Ｃ
P18.22.26
○各交通モードの方向性の「鉄道」に関して記
載が無く、「今後、鉄道ネットワーキングチー
ム・フォローアップ会議において、集中審議の
上、記載」で指針原案とするのでは問題があり
ます。

（新十津川町） （P22～43） Ａ
P18.22.26
○「鉄道」に関しては、集中審議の上、記載と
なっていますが、ＪＲ北海道の設立の原点から
「国の責任において北海道の鉄道網を維持し存
続すること」を明確にすべきです。

（新十津川町） （P40～41） Ｃ
P18.22.26
○各交通モードの方向性について、鉄道も集中
審議をしたうえでパブコメの意見募集をするべ
きではないか。

（札幌市） （P22～43） Ｅ
P18.22.26
○各交通モードの方向性　鉄道
北海道の交通政策において、鉄道のあり方が焦
点となっているのに、何も書いていない。これ
が原案ならば無効です。

（札幌市） （P22～43） Ａ

　Ⅳの「２　鉄道網の展望」において、Ｊ
Ｒ北海道の経営再生に向けては、引き続
き、国が中心的な役割を担うべきであるこ
と、持続的な鉄道網の確立に向けて、ＪＲ
北海道の徹底した経営努力を前提に、国の
実効ある支援とともに、地域においても可
能な限りの協力、支援を行うことが重要で
ある旨記載したところであり、ご意見につ
いては、参考とさせていただきます。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を記載しました。

　「Ｖ1(1)インバウンド加速化戦略」にお
いて、快速エアポートの輸送力増強を含
め、空港や駅からの交通アクセスの整備等
による全道周遊の促進について記載してお
り、ご意見については、参考とさせていた
だきます。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を記載しました。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を追記の上、２回目のパブリックコ
メントを実施しました。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P21
○旭川空港アクセスについて
　鉄道アクセスの導入に関し、以下を追記して
ばどうか。
　「旭川空港においてはＪＲ富良野線西聖和か
らの延伸による空港連絡鉄道の整備により、
シームレスな二次交通を実現することが可能で
あるため、鉄道延伸について検討していく。」

（音更町） （P77） Ｃ
P21
○根室線の今後のあり方について
　富良野・新得間が『維持困難路線』として、
バス転換が議論されているようだが、災害時へ
の対応に鑑み、以下の内容を追記してはどう
か。
　「富良野・新得間は、石勝線が災害で不通と
なった場合に道東と道央を結ぶ迂回路として重
要な区間であり、今後も鉄道として維持・充実
を図っていく。」

（音更町） （P32、42） Ａ
P22
○インバウンド対応（観光客の利用が多い主要
駅のバリアフリー化）について
　以下のとおり具体的に駅名を列挙して追記し
てはどうか。
　「観光客の利用の多い富良野駅などは階段の
みとなっており、荷物の多い観光客や高齢者、
障がい者に対するホスピタリティとして問題で
ある。シームレスな乗換を図るため、各駅にエ
レベーター等の設置を推進する。」

（音更町） （P115） Ｃ
P23
○医療面について「遠紋圏では、旭川市や名寄
市への移動も見られる」とあるが、北見地域か
らも旭川市への医療機関への通院の実態があ
る。移動実態の図は「５％以上」しか図示され
ていないが、５％未満の移動も示すべきであ
る。

（東京都） （P24、30、36） Ｄ
P23
○「地域の現状・課題」の「医療面では、」の
最後に追加
オホーツク地域から旭川の医療機関への「日帰
り通院」の実態がある。

（北見市） Ｄ

　当該記述については、医療機関受診に伴
う移動実態の図と連動した記載としており
ます。

　空港や駅からの交通アクセスの整備等に
よる全道周遊の促進については、全道的な
観点により、「Ⅴ1(1)インバウンド加速化
戦略」で記載しており、ご意見について
は、参考とさせていただきます。

　５％未満の移動を示すことにより、移動
実態の図が見づらくなるため、見やすさの
観点から、「５％以上」を示すこととして
おります。

　公共交通におけるバリアフリーの取組は
重要であり、「Ⅴ2(2)⑥バリアフリー化の
推進」に全道的な観点で取組を記載してお
りますが、ご意見については、参考とさせ
ていただきます。

　鉄道網のあり方については、今後の方向
性や「２　鉄道網の展望」に記載したとこ
ろであり、根室線はご意見の趣旨を踏まえ
て、記載内容を追加しました。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P24
○鉄道について「石北線・・・釧網線が各都市
を結んでいる。」とだけ記載されているが、道
央や本州とも結ばれており、本州と道東との鉄
道旅客・貨物輸送の需要があることを記述すべ
きである。

（東京都） (P22～43） Ｂ
P24
○「交通の現状」の「鉄道」記述に追加
　石北線、石勝線、根室線、釧網線が沿線都市
を結んでいる「ほか、札幌及び道新幹線とも結
んでいる。」

（北見市） (P22～43） Ｂ
P25
○鉄道について、新幹線札幌延伸によって道東
の鉄道網の重要性が増すことや、路線バスとの
連携強化によって利活用を増やすポテンシャル
があることを記述し、それらを前提とした地域
交通の検討・協議を進めることが必要である。

（東京都） (P22～43） Ｂ
P25
○高規格幹線道路及びバスに関連して、都市間
バスと鉄道との競合が見られるため、整合性あ
る交通政策が課題である旨を記述すべきであ
る。

（東京都） （P6） Ｃ
P25
○道東と道北を直接つなぐ視点
　各ゾーンが交わる中心に属している新得ー富
良野間の影が薄く、道東と道北を直接結ぶ視点
が欠けているように感じられる。

（新得町） （P21） Ａ
P25
根室本線の将来性
　新得ー南富良野間は、インバウンドによる北
海道観光、石勝線の非常時貨物代替路線など、
今後を考慮すると鉄路がありながら使用できな
いことは、北海道の将来にとって大きな損失に
なると危惧。

（新得町） Ｃ

　鉄道網のあり方については、今後の方向
性や「２　鉄道網の展望」に記載したとこ
ろであり、ご意見の趣旨が含まれていると
考えます。

　鉄道網のあり方については、今後、交通
事業者はもとより、道や国も参画し、各々
の実情や線区の特性を踏まえた検討・協議
をさらに加速させていくことが重要と考え
ており、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　「Ⅳ１交通ネットワーク形成圏」の図に
おいて、道東と道北を結ぶ矢印を追加しま
した。

　ご意見の趣旨については、「Ⅱ1(2)バ
ス・タクシー」に記載しておりますが、交
通モード間の連携に向け、参考とさせてい
ただきます。

　鉄道網のあり方については、今後の方向
性や「２　鉄道網の展望」に記載したとこ
ろであり、ご意見の趣旨が含まれていると
考えます。

　鉄道網のあり方については、今後の方向
性や「２　鉄道網の展望」に記載したとこ
ろであり、ご意見の趣旨が含まれていると
考えます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P25
○北海道文化遺産
　根室本線は道東圏開拓に果たした役割は大き
く、現在も線路や施設を使用している北海道文
化遺産。
線路切断に目を瞑ることは北海道150年を謳いな
がら、北海道開拓の根幹をなした根室本線の存
在意義を自ら放棄すること。

（新得町） Ｃ
P25
○周遊路線の創造
　道東と道北を重点に周遊する広域観光周遊
ルートを開発することが今後不可欠。新たな周
遊ルートで周遊観光を促すことで北海道観光リ
ピーターを増やすことができるのでは

（新得町） （P28） Ｃ
P26
○１　交通ネットワークの方向性の記述は以下
のように見直すべきである。
 　当地域は、札幌と帯広・釧路・根室・北見・
網走とを結ぶ鉄道が都市間移動の中心的な役割
を担っているが・・・

（東京都） （P37） Ａ

P26
○物流に関し「農産物の輸送については、これ
までの鉄道による輸送を確保する」ことを前提
として、輸送の効率化等の取り組みを進めるべ
きである。

（東京都） Ｃ
P26
○インバウンド対応（観光客の利用が多い主要
駅のバリアフリー化）について
　以下のとおり具体的に駅名を列挙して追記し
てはどうか。
　「観光客の利用の多い網走駅、川湯温泉駅、
摩周駅などは階段のみとなっており、荷物の多
い観光客や高齢者、障がい者に対するホスピタ
リティとして問題である。シームレスな乗換を
図るため、各駅にエレベーター等の設置を推進
する。」

（音更町） （P115） Ｃ

　道では「アジアの宝　悠久の自然美への
道　ひがし北・海・道」及び「日本のてっ
ぺん。きた北海道ルート。」を活用した誘
客への取組を進めており、「Ⅳ1(2)道北地
域　現状・課題」などに記載しております
が、ご意見については、参考とさせていた
だきます。

　鉄道網のあり方については、今後、交通
事業者はもとより、道や国も参画し、各々
の実情や線区の特性を踏まえた検討・協議
をさらに加速させていくことが重要と考え
ており、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　鉄道貨物輸送のあり方については、地域
における検討・協議と並行して、関係機関
による議論を進めていくこととしているこ
とから、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　ご意見の趣旨を踏まえ、修正しました。

　公共交通におけるバリアフリーの取組は
重要であり、「Ⅴ2(2)⑥バリアフリー化の
推進」に全道的な観点で取組を記載してお
りますが、ご意見については、参考とさせ
ていただきます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P26
○女満別空港アクセスについて
　鉄道アクセスの導入に関し、以下を追記して
はどうか。
　「女満別空港においてはＪＲ石北線西女満別
からの延伸による空港連絡鉄道の整備により、
シームレスな二次交通を実現することが可能で
あるため、鉄道延伸について検討していく。」

（音更町） （P77） Ｃ
P26
○交通ネットワークの方向性　に文言追加
　当地域は、札幌と帯広・釧路、北見を結ぶ鉄
道が・・・

（北見市） （P37） Ａ
P26
○各交通モードの方向性　鉄道
　道民は、本指針策定に当って、鉄道施策を記
載の会議に委任していないので、パブリックコ
メント手続の前提条件を欠くものであり、会議
終了後、あらためてパブリックコメント手続き
を要求する。

（北見市） （P22～43） Ｅ
P26
○各交通モードの方向性　バス・乗合タクシー
に文言追加
　都市間バスと鉄道の過剰な競争が見られるた
め、整合ある便数調整の必要がある。

（北見市） （P6） Ｃ
P26
○各交通モードの方向性　物流　に文言追加
　農産物の輸送については、これまでの鉄道に
よる輸送量を確保するほか、輸送の効率化に向
け、・・・

（北見市） （P42） Ｃ
P27
○北海道新幹線と観光列車のみで、JR在来線の
定期列車を観光にどのように活用しようとする
のかが示されていない。

（札幌市） （P77、79、108） Ｃ

　ＪＲ在来線の観光利用については、「Ⅴ
1(1)インバウンド加速化戦略」方策7、12
の中に含まれているほか、「Ⅴ2(2)①持続
的な鉄道網の確立」の中で記載しており、
ご意見については、参考とさせていただき
ます。

　鉄道貨物輸送のあり方については、地域
における検討・協議と並行して、関係機関
による議論を進めていくこととしているこ
とから、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　ご意見の趣旨については、「Ⅱ1(2)バ
ス・タクシー」に記載しておりますが、交
通モード間の連携に向け、参考とさせてい
ただきます。

　ご意見の趣旨を踏まえ、修正しました。

　空港や駅からの交通アクセスの整備等に
よる全道周遊の促進については、全道的な
観点により、「Ⅴ1(1)インバウンド加速化
戦略」で記載しており、ご意見について
は、参考とさせていただきます。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を追記の上、２回目のパブリックコ
メントを実施しました。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P27.39
○「具体的な対策」に「インバウンド加速化戦
略」があげられ、航空ネットワークや北海道新
幹線の利用促進、クルーズ船の寄港拡大が強調
されていますが、広大な北海道の魅力を考える
なら、北海道の隅々までレールで繋がる鉄路の
維持が最大のインバウンド増加対策と思われま
す。
　障害をもつ人も最低限の介助、設備で利用で
きる安心感と安全性、快適性、定時制、環境適
合性を備え、輸送量の柔軟さを特性とする鉄道
は最適の交通手段です。
　将来に向けた北海道の交通政策としてまず最
初にあげられるべきは地域鉄道の維持と思われ
ます。
 「2030年度までの長期的な施策」（39頁から）
でも、それは全く同じです。

（札幌市） Ｃ
P27～
○「具体的な施策の展開」に関して「関係者」
という表現がありますが、以下の用語について
各施策テーマごとに使用の仕方に違和感があ
り、具体的な表記となっていないと思われたの
で指摘します。
・観光関係団体、観光事業者、観光推進機構
の３つの表記があるが、観光関係団体に観光推
進機構は含まれないと解釈してよいのか。

（札幌市） （P.76～） Ａ
P27～
○経済界、経済界（民間企業）、経済界（民間
企業、商社）の表記があるが、この3つの意味合
いが不明。すなわち最初の経済界の範疇が不
明。

（札幌市） （P.77～） Ａ
P27～
○交通事業者、交通事業者（鉄道・バス・タク
シー等）の２つの表記があるが、例えば、脚注
に交通事業者：鉄道・バス・タクシー等。など
と表示してあれば２番目の表記は必要ないので
はないか。

（札幌市） （P.78～） Ａ
P28
○（インバウンド加速化戦略の鉄道施・受入委
環境の整備における）関係者：JRなどの記載
JR以外に、国や道庁等の行政が支援のためどの
ように関わってくるのかの記載がない。

（札幌市） （P77） Ａ

　鉄道網のあり方については、今後、交通
事業者はもとより、道や国も参画し、各々
の実情や線区の特性を踏まえた検討・協議
をさらに加速させていくことが重要と考え
ており、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　「Ⅴ1(1)インバウンド加速化戦略」「方
策7　鉄道の輸送機能等の充実や魅力づく
りへの活用」などの関係者については、
「国、道、市町村、JR北海道など」と修正
しました。

　ご意見を踏まえ、交通事業者に統一し、
個別に関するものは、ＪＲ北海道、バス事
業者などに修正しました。

　ご意見を踏まえ、経済界に統一の上、修
正しました。

　観光関係団体には、観光振興機構が含ま
れますので、観光関係団体と観光事業者に
修正しました。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P28
○鉄道設備等受け入れ環境の整備がなぜ関係者
欄にJRなどとだけ記載しているのか。駅の設置
は市町村で行っているケースもあるはずだが。

（札幌市） （P77） Ａ
P28
○観光列車について記述があるが、これまで
我々が貴局に対して何度も何度も提案している
内容が全く反映されていない。
　道内観光最大の問題点は移動時間であり、長
時間に渡るバスや鉄道移動は訪問先を制限して
しまい、ツアー添乗員としての経験上も内地の
観光と比べて極めて非効率であると痛感してい
る。
　寝台車やお座敷車を用いた夜行列車による車
中泊はこの道内観光最大の課題を解決できる唯
一の手段であるが、貴局が現在実施している実
証運行は単なる昼行団体列車に過ぎず、税金の
無駄遣いですらある。
　実証運行の内容はこれまでにもJRやANA、JTB
などが実証運行にも使用されているリゾート気
動車で実施していた団体ツアーレベルの内容に
過ぎないが、我々の提案なら夜行列車による
「宿がわり」の快適かつ広範囲な移動が出来、
税金投入も皆無である。

（東京都） Ｃ
P29
○観光列車以外のJR在来線の観光利用について
の記載がない
　民族共生空間での周辺整備で、「JRホームの
改良」が「JRなど」との記載だが、適合補助の
検討等で道庁や沿線市町村、開発局も記載すべ
き。
　その際「開発局」は開発予算でどのような街
路事業関連で「受け皿事業」が可能なのか。具
体的な検討のスキームを示すべき。

（札幌市） （P77、79、108） Ｃ

　ＪＲ在来線の観光利用については、「Ⅴ
1(1)インバウンド加速化戦略」方策7、12
の中に含まれているほか、「Ⅴ2(2)①持続
的な鉄道網の確立」の中で記載しておりま
す。
　また、民族共生空間の取組に関する関係
者については、ご意見を踏まえ、｢国、
道、市町村｣などを追記しております。
　なお、街路事業については、都市計画道
路における機能向上に向け、関係者と連携
しながら取組を進めていく必要があると考
えており、ご意見については、参考とさせ
ていただきます。

　ご意見を踏まえ、関係者として、「国、
道、市町村、ＪＲ北海道　など」と修正し
ました。

　観光列車のあり方については、交流人口
の拡大や地域活性化に資するよう引き続き
検討を進めることとしており、ご意見につ
いては、今後のとさせていただきます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P34
○「生活交通」に「鉄道」を「含めない」とす
る理由や根拠を示す
　現に機能しているのであれば、入れるべきで
ある。
（理由）：道内では生活交通圏が集落散在のた
め30KMを超えることが多く二次医療圏も長く
なっており、旅客が少なくてもJR地方路線が大
いに機能しているケースが多々見られるため、
「生活交通」の規定を一律に決めるべき内容で
はないため。

（札幌市） （P20） Ｃ
P34
○「ヒト・モノ共同輸送」のさらなる促進にお
いて、「トラックによる旅客輸送」をあげてい
るが、現行法では禁止されているはず。

（札幌市） Ｃ
P34
○インバウンド加速にもつながり、環境配慮の
ほか、地域の生活交通の切り札となり得る鉄道
の利用促進のためには、現在の老朽化した車両
を更新し、「新型車両」なども利用者の声を集
めながら開発する必要があると思われます。
　自動車大国アメリカのコミュータートレイン
も、ロサンゼルス周辺では2階建て列車の車両の
下の階は自転車持ち込みで乗車できるように
なっていました。自転車を押した若者がすっと
乗車し、何駅か乗ってすっと降りて行く姿に、
自動車大国での鉄道の価値を感じました。「ヒ
ト、モノ共同輸送のさらなる促進」にもあげら
れるべきです。

（札幌市） Ｃ
P35.57.59
○モーダルシフトの必要性が強調されているの
は賛同する。特に重要なのは、鉄道輸送への転
換と考えるが、路線維持の方針と一体的にモー
ダルシフトが提起される必要があると考える。

（札幌市） （P116） Ｃ
P35
モーダルシフト等の推進を掲げているが、鉄路
を残さなければならないし、多くの路線で貨物
輸送をおこなっていく方向付けが必要。

（札幌市） （P42） Ｃ

　北海道型公共交通ネットワークの基本イ
メージにおける生活圏交通は、単一市町
村・周辺エリアにおける日常生活に密接し
た交通ネットワークを想定しており、主な
交通モードの記載は例示であります。
なお、「都市部では鉄道も」と記載した理
由は、鉄道の特性である大量輸送を考慮し
たものでありますが、ご意見については、
参考とさせていただきます。

　鉄道の老朽化した車両の更新について
は、ＪＲ北海道が事業計画に基づき更新す
ることとなっております。
　本指針では公共交通の利便性向上に取り
組むこととしており、ご意見については、
参考とさせていただきます。

　平成29年9月1日より、過疎地において、
許可を取得した場合、一定の条件のもとで
トラックによる旅客の運送が可能となりま
した。

　鉄道貨物輸送のあり方については、地域
における検討・協議と並行して、関係機関
による議論を進めていくこととしているこ
とから、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　｢Ⅴ2(2)⑨企業間連携の促進による効率
化｣(モーダルシフト等の推進)において、
トラック輸送から鉄道輸送への転換などを
記載しておりますが、ご意見については、
参考とさせていただきます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P36
○荷主と連携した生産性向上における北海道ト
ラック輸送における取引環境・労働時間改善地
方協議会は、生産性向上のために設けられたも
のではない。

（札幌市） Ｅ
P36
○人材の確保育成には労働条件改善が不可欠で
あり、そのためにはトラック事業者の努力だけ
では実現できないことから荷主等もふくめた検
討がおこなわれています。

（札幌市） （P133） Ｃ
P36
○労働者に労働強化を強いる生産性向上ではな
く、労働時間の短縮や賃金改善などが求められ
る。

（札幌市） （P133） Ｃ
P37
○具体的な取組で欠けているのは、インフラ被
災後の早期復旧である。インフラの復旧なしに
地域の復興はあり得ない。特に鉄道は道路と違
い、被災が存廃問題に直結しているが（ＪＲ日
高線、根室線）、道と国で協力して早急に制度
の是正に取り組むべきである。

（東京都） （P131） Ｃ
P37.72
○災害に強い交通戦略についての提案は妥当と
考える。その場合、この間の自然災害等で既に
大きな被害を受けた交通システムの早急な復旧
とインフラの更新・整備等、長期的な施策それ
ぞれに対して方針が立てられるべきと考える。

（札幌市） （P131） Ｃ
P37.72
○相互に代替手段を確保する形でのネットワー
ク形成を図るという方針が堅持されるべきであ
り、道路が鉄道に優先するというアンバランス
は好ましくないと考える。

（札幌市） （P131） Ｃ

　「Ⅴ2(4)リスクに備える　①防災・減災
対策の強化と国土強靱化の推進」に災害に
強い交通・物流ネットワークの形成やイン
フラの計画的な修繕などを記載しており、
ご意見については、参考とさせていただき
ます。

　「Ⅴ2(4)リスクに備える　①防災・減災
対策の強化と国土強靱化の推進」に災害に
強い交通・物流ネットワークの形成などを
記載しており、ご意見については、参考と
させていただきます。

　「Ⅴ2(4)リスクに備える　①防災・減災
対策の強化と国土強靱化の推進」に災害に
強い交通・物流ネットワークの形成などを
記載しており、ご意見については、参考と
させていただきます。

　｢Ⅴ2(4)リスクに備える　②交通・物流
を担う人材確保・育成、労働環境の改善｣
(労働環境の改善、イメージアップに向け
た取組)や(トラック輸送における契約書面
化、適正運賃取得などへ向けた環境整備)
に記載しておりますが、ご意見について
は、参考とさせていただきます。

　｢Ⅴ2(4)リスクに備える　②交通・物流
を担う人材確保・育成、労働環境の改善｣
(トラック輸送における契約書面化、適正
運賃取得などへ向けた環境整備)に記載し
ておりますが、ご意見については、参考と
させていただきます。

　「北海道トラック輸送における取引環
境・労働時間改善地方協議会」では、取引
環境の改善や長時間労働の抑制などについ
て、対応策の検討を行っており、生産性向
上に繋がると考えます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P37
○鉄道施設の除雪体制の充実強化について
　道庁他の行政機関がいかなる支援体制をとる
かの記載がない。
　道庁（各振興局等）他の行政機関が、いかな
る支援体制をとるかの記載がない。
また相互連携がとれない場合の調整役として、
道庁他がいかなることを実施するのかも示され
ていない。

（札幌市） （P88） Ｃ
P37
○災害に強い交通戦略において、代替交通や輸
送手段の確保が書かれているが、有珠山噴火の
際に函館本線による輸送が大きな役割を果たし
ており、函館本線を経営分離することは本戦略
に反する。根室線や釧網線、室蘭線などは残す
べき。

（札幌市） Ｃ
P38
○「スマホでらくらく～」について；
　スマホ以外、日本語以外、健常者以外の利用
者への対処方法や努力目標が明示されていな
い。
　JR北海道の遅れ情報が、札幌駅以外では係員
の案内以外対処できていない現状についての記
載がない。
（道外JR各社では、遅れ情報が随所に表示され
るが、経営難のJR北では導入されていない点へ
の対処策が明示されていない。）
　バスロケの推進等について、具体策が示され
てない。

（札幌市） （P78、88、110） Ｃ
P38
○スマホ利用者以外の人も運行情報にアクセス
しやすい体制づくりを行うべき（例えばテレビ
のデータ放送で提供など）。

（札幌市） （P78、88） Ｃ

　本道においては、冬期間の安全で円滑な
交通の確保が重要であることから、「Ⅴ
1(5)災害に強い交通戦略」などに取組を記
載しており、北海道交通・物流連携会議の
設置など、関係者の連携のもと取り組んで
まいります。

　情報提供等については、「Ⅴ1(1)インバ
ウンド加速化戦略」方策9や方策10に記載
しているほか、「Ⅴ1(5)災害に強い交通戦
略」において、災害時等における交通機関
の運休・遅延や道路の通行止めなどの発生
に際し、利用者目線に立ち、代替交通など
の情報が適切に提供されるよう、記載して
おります。
　また、バスロケーションシステムについ
ては、「Ⅴ2(2)④ 交通機関相互の連携強
化による利便性の高い移動の実現」の中で
記載しております。
　こうした利便性の向上に向けた取組につ
いては、国や交通事業者等と連携しながら
進めることが必要と考えており、ご意見に
ついては、参考とさせていただきます。

　北海道新幹線については、整備新幹線の
整備に関する基本方針に基づき、「並行在
来線の経営分離についての沿線自治体の同
意」などの条件を満たしていることを確認
した上で、着工されております。
　なお、鉄道網のあり方については、今
後、交通事業者はもとより、道や国も参画
し、各々の実情や線区の特性を踏まえた検
討・協議をさらに加速させていくことが重
要と考えており、ご意見については、参考
とさせていただきます。

　情報提供等については、「Ⅴ1(1)インバ
ウンド加速化戦略」方策9や方策10に記載
しているほか、「Ⅴ1(5)災害に強い交通戦
略」において、災害時等における交通機関
の運休・遅延や道路の通行止めなどの発生
に際し、利用者目線に立ち、代替交通など
の情報が適切に提供されるよう、国や交通
事業者等と連携した取組を進めることとし
ており、ご意見については、参考とさせて
いただきます。
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P41
○7空港の一括民間委託
　財源面で大丈夫なのかの記載がない。
　運営権受託者に対して、二次アクセス交通で
のJRへの資金面での支援策を、今後発表の「公
募要件」の中にしっかりと書き込むように国
（国交省航空局）に働きかけるべきである。

（札幌市） Ｅ
P43
○②北海道新幹線の整備促進と開業効果の拡大
　北海道新幹線の札幌駅の位置形状についてど
のようにすべきかの見解が示されていない。

（札幌市） Ｃ
P43
○青函トンネル共用区間等について；
　並行在来線や貨物列車、在来線臨時旅客列車
と新幹線をどのように共存させ、そのために当
該区間でどの程度の減速等の措置が許容できる
かの記載がない。

（札幌市） Ｃ
P43.44
○新幹線の記載部分
　JR在来線の記載が全く無い、減便後の対応策
の記載が全く見られない
　「沿線のまちづくりと一体」「札幌開業時の
経済効果が最大」をうたうなら、接続するJR在
来線の機能強化もうたうべきである
　現状の新幹線新函館北斗開業後に、道庁は、
道央圏向けにいかなる利用促進策を行ったの
か。検証すべきである。
　渡島他の振興局が、新函館北斗～ニセコ方面
のバスや乗合タクシーばかりに補助金を出して
優遇する施策を行うのは間違いであり、即刻中
止すべきである。本来減便された函館・山線の
臨時増便を図るため資金面も含めた施策を、道
庁として取り組むべきでところある。また、終
了した接続バスの乗車状況や要した予算額を、
道民にしっかりと報告すべきであり、失敗した
場合の要因を分析すべきである。

（札幌市） （P.108、123） Ｃ

　青函共用区間に係る取組については、平
成29年12月「青函共用走行区間等高速化検
討WG」において、青函トンネル内160km/h
への引き上げを2018年度末の開始を目指す
とともに、時間帯区分案における200km/h
以上での高速走行を2020年度末の実現を目
指すとされたところであり、今後も引き続
き、検討が進められる予定です。
　ご意見については、参考とさせていただ
きます。

　北海道新幹線の札幌駅については、鉄
道・運輸機構、ＪＲ北海道を中心に、検討
が進められており、利便性に配慮し使いや
すい駅となるよう、ご意見については、参
考とさせていただきます。

　ＪＲ在来線に関しては、｢Ⅴ2(2)①持続
的な鉄道網の確立｣や同じく｢(3)②安定し
た地域交通の確保｣に記載しております。
　また、北海道新幹線に関しては、これま
での施策の推進状況を踏まえ、引き続き、
開業効果の拡大に取り組むこととしてお
り、ご意見については、参考とさせていた
だきます。

　空港運営の民間委託に係る収益性につき
ましては、個々の民間事業者が公募参加を
検討する中で、様々な情報を基に総合的に
判断されるものと考えております。
　道内7空港一括民間委託に関し、空港ア
クセスにつきましては、H29.7.31に公表し
た「北海道内7空港特定運営事業等基本ス
キーム（案）」の中で、「空港アクセスに
関する関係事業者との連携方策等」とし
て、公募に係る審査項目の一つとして示し
ており、事業者側に具体的提案を求めるこ
ととしております。
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P45
○④観光施策と連携した交流人口の拡大
　具体策として、有楽町他の道外どさんこプラ
ザ等で鉄道等の道内交通機関のPRを行う啓発イ
ベントを継続的に行うよう求める。
（公共交通が連携した需要拡大と周遊の促進）
　二風谷等交通機関（特に休日ダイヤ）ではき
わめて行き難い場合等について、道庁や関連振
興局が交通機関の連携を即すように関与させる
べきである。
　観光列車以外の一般列車での観光客対応策を
考えるべきで、例えば現状では廃止されている
JR周遊券・フリーきっぷの造成に、道庁側も観
光行政の見地から補助する等の仕組みづくりを
模索すべきである。
（北海道ファンの拡大につながる受入環境整
備）
　「交通ファン」各位も追加すべきである。

（札幌市） （P97） Ｃ
P45
○「乗ること自体が目的となる北海道ならでは
の観光列車など」とあるが、一部の乗ることを
目的として観光する人向けだけに力を入れると
いうのは新規観光客の呼び込みが難しいのでは
ないか。

（札幌市） Ｃ
P49
○競争と共生①持続的な鉄道網の確立に以下を
追加
　「鉄道網確保のための、道庁や沿線の具体策
の検討」

（札幌市） Ｃ

　「観光施策と連携した交流人口の拡大」
に貢献する施策の一つとして、観光列車の
運行に着目し、記載しています。
　なお、観光列車のあり方については、交
流人口の拡大や地域活性化に資するよう引
き続き検討を進めることとしています。

　航空路線や鉄道、バス、タクシーなどの
利便性等のＰＲや乗り継ぎの利便性向上に
向けた取組、鉄道の観光利用については、
「Ⅴ2(1)④観光施策と連携した交流人口の
拡大」の中で記載しており、ご意見につい
ては、今後の参考とさせていただきます。
　なお、北海道ファンには、交通ファンも
含まれていると考えます。
　

　持続的な鉄道網の確立に向けては、ＪＲ
北海道の徹底した経営努力を前提に、国の
実効ある支援とともに、地域においても可
能な限りの協力・支援を行うことが重要と
考えており、ご意見については、参考とさ
せていただきます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P49.51.54
○2030年までの長期的対策で「競争と共生」の
項を設け、持続的な鉄道網の確立が最初にあげ
られている（49頁）のは賛成ですが、次の②に
「高規格幹線道路」の整備との関連性がよく理
解できません。
　JRが「独自維持困難」路線としている路線の
沿線では、どこも「高規格幹線道路」整備が進
められていますが、どのように「共生」をはか
るかの考え方は何も示されず、高規格幹線道路
の整備が「全国と比べて大幅に遅れている」こ
とだけがあげられている（51頁、54頁）のは腑
に落ちません。
 「地球温暖化対策」としてのモーダルシフトや
「バリアフリー対策」が「共生」社会の大事な
要素にあげられているのはその通りです。

（札幌市） （P110、117) Ｃ
P50.51
○「国の実効ある支援と地域の実情に応じた方
策」が書かれていない。

（江別市） （P108） Ｃ
P50
○（広域分散型の地域構造）
　そのような特徴について道庁としてどのよう
な施策を従来行ってきたのかの記載が無い。
　道内鉄道の機能は「高速で円滑に」以外に
も、「他の交通手段よりも頼りがいのある」等
の文言が必要である。
（理由）都市間バスでは、かつて存在した、旭
川～稚内間等がなく、またバスの事業エリアを
跨ぐ豊富～稚内間等も設定されたことが無い、
等の理由から。

（札幌市） （P103～） Ｃ
P50
○「ＪＲ北海道の経営再生と鉄道網の持続的な
維持」に関して
　政策指針は「ＪＲ北海道の自助努力を前提
に、国の実効ある支援と地域の実情に応じた方
策・・」とありますが、国の責任でＪＲ北海道
設立の枠組みを再生する財政的措置を求めるの
が道の役割と考えます。

（新十津川町） （P108) Ｃ

　「Ⅴ2(2)競争と共生　①持続的な鉄道網
の確立」において、国や地域の取組を記載
しております。ＪＲ北海道の徹底した経営
努力を前提に、国の実効ある支援ととも
に、地域においても可能な限りの協力・支
援を行うことが重要と考えており、ご意見
については、参考とさせていただきます。

　「Ⅴ2(2)競争と共生　④交通機関相互の
連携強化による利便性の高い移動の実
現」、「⑩交通モード間の連携」等におい
て、交通機関相互の連携により共生をはか
ることを記載しております。
　広大な北海道においては、鉄道のみなら
ず、高規格幹線道路や航空といった移動手
段は重要であり、それぞれの特性を活か
し、連携を図ることにより、輸送の効率化
や利便性の向上が図られると考えます。

　道ではこれまで国に対して、実効ある支
援を求めており、「Ｖ2(2)競争と共生　①
持続的な鉄道網の確立」に、国に対する支
援を記載しておりますが、ご意見について
は、参考とさせていただきます。

　本項目は、本道の現状・課題として、広
域分散型の地域構造を掲げており、それに
対応する主な施策として、これまでの取組
を踏まえ、持続的な鉄道網の確立や高規格
幹線道路の整備、道内航空ネットワークの
形成などについて記載しております。
　また、鉄道は、幹線交通ネットワークと
しての役割や広域観光を担うなど、重要な
機能があるものと考えており、ご意見につ
いては、参考とさせていただきます。
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P51
○「ＪＲ北海道の経営再生と鉄道網の持続的な
維持」に関して
　道庁自体が何をするのか。主体的に率先して
行うつもりがあるのか。
　「活性再生法」の精神について、道庁自体が
未だ理解していない印象を持つ。
　国への対応策の提言で、語られていない部分
が多々見られる。

（札幌市） Ｃ
P51
○（道路ネットワークの構築）
　そもそも面積が広い中で他地域と比較するの
はナンセンスである。未着工は、そもそも交通
量が少ないからであり、無理に予算を付けてま
でして建設すべきではなく、精査が必要であ
る。開発局で行うような事業再評価やB/Cの算定
も、意味が希薄なことが多々見られる。何な
ら、ロシアのシベリアやサハリンと比較したら
どうか。

（札幌市） Ｃ
P51
○競争と共生の現状と課題の道路ネットワーク
の構築において、高規格幹線道路しか書かれて
いない。
　人と物の円滑な移動には、高規格幹線道路だ
けではなく、一般道や生活道路の整備・改良が
必要。

（札幌市） （P109） Ｂ
P51
○季節波動・片荷輸送について、課題がある
が、施策展開に触れられていない。地域経済の
活性化・再生に向けた道としての施策全体で解
決すべき課題ですが、少なくともその点には言
及すべき。

（札幌市） （P115～117） Ｂ

　「Ⅴ2(2)②高規格幹線道路など道路ネッ
トワークの整備」（道路交通ﾈｯﾄﾜｰｸの整
備）に記載しており、ご意見の趣旨が含ま
れていると考えられます。

　広域分散型の本道においては、全国に比
べて都市間の距離が長大であることから、
圏域間の交流拡大や地域経済の活性化、地
域医療の充実などはもとより、災害時にお
ける多重性の確保のためにも、高規格幹線
道路の整備は重要と考えます。
　また、事業の実施にあたっては、各事業
主体において、計画段階評価や新規事業採
択時評価など学識経験者などの意見を取り
入れた評価を行っています。

　持続的な鉄道網の確立に向けては、ＪＲ
北海道の徹底した経営努力を前提に、国の
実効ある支援とともに、地域においても可
能な限りの協力・支援を行うことが重要と
考えており、ご意見については、参考とさ
せていただきます。

　「Ⅴ2(2)⑦輸送手段の充実・強化」、
「⑧サプライチェーンの最適化」、「⑨企
業間連携の促進」、「⑪産地から消費地ま
での輸送の効率化」に記載しておりますの
で、ご意見の趣旨が含まれていると考えら
れます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P51
○結局道庁側がどのようにJRに関する問題に対
して主体的に取り組むのかが見えてこない。国
に支援を求めるだけではなく、支援を行うとい
う立場にはなり得ないのか。
　また、道路ネットワークだが、未着工の割合
が他都府県よりも多いのは、面積が広いという
こともあり、やむを得ないのではないか。

（札幌市） Ｃ
P52
○（地球温暖化への対応）
　旅客輸送も含めて、鉄道へのモーダルシフト
をうたうべきである。

（札幌市） （P113） Ｃ
P52
○地球温暖化等への対応でモーダルシフトが記
載されていますが、鉄道による貨物輸送の拡大
に向けた施策展開が書かれていない。

（札幌市） （P116) Ｂ
P53
○今回の原案では方策2 青函トンネル負担軽
減、方策3 鉄道施設の老朽更新、方策5 平成31
年度以降の資金対策が抜けている。

（江別市） （P108） Ｂ

　道ではこれまでも、持続的な鉄道網の確
立について、国に要請を行ってきていると
ころであり、「Ⅴ2(2)競争と共生　①持続
的な鉄道網の確立」に本道固有のコスト負
担の軽減などと記載しており、ご意見の趣
旨が含まれていると考えられます。

　「Ⅴ2(2)競争と共生　⑤新技術の活用と
環境負荷の低減」（交通分野における環境
負荷の低減に向けた取組）において、記載
しておりますが、ご意見については、参考
とさせていただきます。

　「Ⅴ2(2)⑨企業間連携の促進による効率
化」（モーダルシフト等の推進）におい
て、トラック輸送から鉄道輸送への転換な
どを記載しており、ご意見の趣旨が同様と
考えられます。

　持続的な鉄道網の確立に向けては、ＪＲ
北海道の徹底した経営努力を前提に、国の
実効ある支援とともに、地域においても可
能な限りの協力・支援を行うことが重要で
あり、道はもとより、国や市町村のほか、
交通事業者、道民などの関係者が一体と
なって取り組むことが必要と考えます。
　また、広域分散型の本道においては、全
国に比べて都市間の距離が長大であること
から、圏域間の交流拡大や地域経済の活性
化、地域医療の充実などはもとより、災害
時における多重性の確保のためにも、高規
格幹線道路の整備は重要と考えます。
　ご意見については、参考とさせていただ
きます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P53
○「持続的な鉄道網の確立」
　本来「持続可能性」（サステナビリティ）と
は環境問題の用語であり、「環境」と「開発」
を互いに反するものではなく共存し得るものと
してとらえ、環境保全を考慮した節度ある開発
が必要という意味で用いられれている。
　しかし昨今、鉄道の将来存続可能性に用いて
いる本指針のような使用は誤用であり、議論を
歪めるなど、不適切である。
　鉄道の将来存続可能性に大きな影響を及ぼし
ている日本国自体の交通政策に欠陥があるた
め、麻痺したままの状況での議論が強いられて
いるためである。そういう視点から、国と広範
に交渉すべきである。

（札幌市） Ｄ
○（JR北海道の経営再生と持続的な鉄道網の確
保）
　JR北海道グループの今後の採算分野は札幌圏
であり、特に札幌市役所へJR問題への対応とし
て、街づくりの多方面からの支援策の提示を求
めるべきで、道庁は調整役を果たすべきであ
る。
　国への支援交渉事項が限定されている。特に
「上中下分離」の際の「下」を国の鉄道運輸機
構や開発局が担うことについての交渉を行うべ
きである。
　地域の将来を見据えた～議論
　継続的な利用促進策が見出せるか等を、議論
の内容へと含めるべきである。また、北海道高
速鉄道開発㈱等にみられる地元自治体の出資の
スキームを、どのようにJR北の維持のための
「上中下分離」の「中」として活用・援用が可
能なのかや、観光列車等の車両保有会社への出
資が可能なのか等も含め、具体的に記載すべき
である。

（札幌市） Ｃ
P53
（道南いさりび鉄道の経営安定化）；
　ここに書かれていることは、他のJR北海道の
在来線に共通するので、その部分にも記載すべ
きである。
　現行の運賃等の問題点について、触れられて
いない。（函館～五稜郭間の取り扱い、五稜郭
～木古内間が990円であること他）

（札幌市） Ｃ

　札幌市との連携については、本指針の策
定や鉄道網のあり方に関する議論の経過の
中で、意向の把握などに努めております。
　持続的な鉄道網の確立に向けては、ＪＲ
の徹底した経営努力を前提に、国の実効あ
る支援とともに、地域においても可能な限
りの協力、支援を行うことが重要と考えて
おり、ご意見については、参考とさせてい
ただきます。

　本指針は、交通を取り巻く環境変化に的
確に対応し、本道のさらなる発展を支える
交通ネットワークの実現を目指すものであ
り、道民の暮らしや産業経済を支える最適
な公共交通ネットワークを将来にわたって
維持・確保していくため、このような表現
としています。

　いさりび鉄道以外に関しては、「鉄道の
利活用促進」の中で包括的に記載してお
り、今後、関係者が一体となって取組を進
めていくにあたり、ご意見については、参
考とさせていただきます。
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P53
○（利活用促進）
　本州方面の優良事例の例示も含め、もっと具
体策に踏み込んだ記載を求める。

（札幌市） Ｃ
P53
○（JR北海道の経営再生と持続的な鉄道網の確
保）
JR北海道の抱える諸問題は、究極的には、分割
民営化のスキームそのものの破たんが原因で
す。
　当初から北海道単独での経営が困難であるこ
とが指摘され、経営安定基金についてもその有
効性には疑問が持たれていました。こうした原
因分析抜きに経営再生など語っても空虚です。
国やJR各社の責任を明確にし、応分の負担を求
めるべきです。

（札幌市） （P41） Ｃ
P53
○JR北海道の経営再生と持続的な鉄道網の確
保」において、JR北海道の自助努力を前提に、
国の実効ある支援と地域の実情に応じた方策が
一体的に講じられることが必要としているが、
順序が逆。
　経営安定資金の運用益の減少などでJR北海道
の経営を困難にさせた国がまず、その責任を果
たすために実効ある手立てを講ずように求める
べき。
　また、JR北海道には、2011年の石勝線事故を
引き起こした原案が安全を後回しにして関連事
業にシフトしたことを忘れてはならない。
　JR北海道の経営姿勢を正すことも必要。鉄道
の利便性・快適性に逆行する運行ダイヤの改悪
など。

（札幌市） （P41） Ｃ
P53
○①「持続的な鉄道網の確立」の（ＪＲ北海道
の経営再生と持続的な鉄道網の確保）
　会社の経営が困難になっている根本原因は、
ＪＲ北海道を設立した枠組みが国の責任逃れで
破壊されたことにあり、根本問題を解決しない
限り、ＪＲ北海道の経営も北海道の鉄道網の確
保も叶わないと考えます。
　北海道知事が設立委員の責任からも、ＪＲ北
海道を設立した枠組みを作り直すことを国に求
めることが最優先課題と思います。
北海道が、現状の鉄道網を維持することを基本
にする政策を示し、国の責任を明確にして積極
的な対策を迫ることが必要です。

（新十津川町） （P41） Ｃ

　道では、鉄道網のあり方について、様々
な情報を提供しながら、地域の皆様と検
討・協議を重ねており、ご意見について
は、参考とさせていただきます。

　Ⅳの「２　鉄道網の展望」において、Ｊ
Ｒ北海道の経営再生に向けては、引き続
き、国が中心的な役割を担うべきであるこ
と、持続的な鉄道網の確立に向けて、ＪＲ
北海道の徹底した経営努力を前提に、国の
実効ある支援とともに、地域においても可
能な限りの協力、支援を行うことが重要で
ある旨記載したところであり、ご意見につ
いては、参考とさせていただきます。

　Ⅳの「２　鉄道網の展望」において、Ｊ
Ｒ北海道の経営再生に向けては、引き続
き、国が中心的な役割を担うべきであるこ
と、持続的な鉄道網の確立に向けて、ＪＲ
北海道の徹底した経営努力を前提に、国の
実効ある支援とともに、地域においても可
能な限りの協力、支援を行うことが重要で
ある旨記載したところであり、ご意見につ
いては、参考とさせていただきます。

　Ⅳの「２　鉄道網の展望」において、Ｊ
Ｒ北海道の経営再生に向けては、引き続
き、国が中心的な役割を担うべきであるこ
と、持続的な鉄道網の確立に向けて、ＪＲ
北海道の徹底した経営努力を前提に、国の
実効ある支援とともに、地域においても可
能な限りの協力、支援を行うことが重要で
ある旨記載したところであり、ご意見につ
いては、参考とさせていただきます。
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P53
○（JR北海道の経営再生と持続的な鉄道網の確
保）に次を追加
　これまで非公開にしてきたJRと市町村の協議
を住民・報道機関に公開するよう求めていく。
　維持困難13区間存続のため、全国から100億円
のふるさと納税を求め、それを原資に地域通貨
を発行し、200億円のJR運賃増収を進める。
　・維持困難区間存続協議において、日高線の
ように、JRが経営赤字を基礎に１町２億円負担
を要求しても合意は成立しないから、経営安定
基金運用益充当後の経営赤字を基礎にして協議
するよう、JR・市町村に求めていく。
・当面の対策として、日高線、根室本線の災害
復旧費及び車両の更新費等の一部を補うため、
住民資金によるマイナス金利債の募集を進め
る。

（北見市） Ｃ
P53
○指針原案では、道内路線の半分にあたる10 路
線13区間を単独維持困難などとしたJR北海道に
ついてもふれ、「モーダルシフト」の必要や地
域交通のバリアフリー化などについても言及し
てJR北海道に「鉄道網の存続維持を最大限努め
るよう求めていく」「国に対しては、本道特有
のコスト負担の軽減や鉄道・運輸機構の特例業
務勘定を活用した鉄道支援や車両の設備投資、
大規模改善、耐震化、増収策などについて支援
を求めていく」というにとどまり、維持存続さ
せるとした明確な方針が示されていません。明
記を求めます。

（札幌市） Ｃ
P53
○地域の将来を見据えた最適な公共交通体系の
あり方の議論については、廃止推進ありきでは
なく、どのようにすれば残すことができるの
か、ということを前提に協議する必要があると
思われる。

（札幌市） Ｃ
P53～55
○道庁から期限を1月31日としてパブリックコメ
ントで意見募集されています。鉄道の位置付け
が明確ではない中で、道民にコメントを求めら
れても、答えようがありません。
　以前から日高線は、地元居住者にとって、乗
車の有無に関わらず、存在自体が大事な路線で
す。分類するなら、その明確な根拠を示すべき
です。安易に廃止相当などと決め付ければ、将
来の世代が困ることになります。一部のお偉い
学者さんの意見だけでなく、幅広く意見を集め
て判断すべきです。

（札幌市） Ｅ

　鉄道網のあり方については、今後、交通
事業者はもとより、道や国も参画し、各々
の実情や線区の特性を踏まえた検討・協議
をさらに加速させていくことが重要と考え
ており、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　鉄道網のあり方については、今後、交通
事業者はもとより、道や国も参画し、各々
の実情や線区の特性を踏まえた検討・協議
をさらに加速させていくことが重要と考え
ており、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　鉄道の方向性については、鉄道ネット
ワーク・ワーキング・フォローアップ会議
の集中審議の結果を踏まえ、追記の上、２
回目のパブリックコメントを実施いたしま
した。

　鉄道網のあり方については、今後、交通
事業者はもとより、道や国も参画し、各々
の実情や線区の特性を踏まえた検討・協議
をさらに加速させていくことが重要と考え
ており、ご意見については、参考とさせて
いただきます。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P54
○（高規格幹線道路網等の早期形成）
　本当に金をかけての道路整備・規定計画路線
の完全建設が必要なのか。
　その根拠を示すと共に、各路線毎に精査が必
要ではないか。
　道路建設には甘い従来の姿勢を踏襲するな
ら、その根拠を示すべきである。

（札幌市） Ｃ
P54
○（道路交通ネットワークの整備）
　開発予算による道路・街路予算の使途を、
「受け皿事業」として鉄軌道にも充当できるよ
うに、国と制度変更を交渉すべきである。
　日高線不通区間のような、道路と鉄道が海岸
沿いで並行する場合は、「受け皿事業」として
JRに代わって海岸・護岸工事を開発局や道庁が
施工可能なようにすべく、国と制度変更を交渉
すべきである。

（札幌市） Ｃ
P55
○（交通モード間の連携による移動の円滑化）
　モード間の調整機関が必要であり、そう簡単
に共通運賃制度が設定できるとは思えないし、
各社の取り分の関係で高額になると予想され
る。
　むしろ乗継割引や、一定エリアのフリーきっ
ぷ造成の方が優先度が高い。SAPICAの全国共通
化等を進めるように働きかけるべきである。
　駅勢圏の拡大のため、鉄道駅やバスターミナ
ルにレンタサイクルを整備すべきである。
　「バスマップ」に相当する公共交通マップ＋
運賃情報を複数の媒体で作成すべきである。
　意見に偏りのない形で様々な意見の有識者を
入れるべきである。

（札幌市） （P97、110） Ｃ
P56
○（積極的な交通情報の提供）
　ネット情報だけではなく、紙媒体も一定数必
要である。

（札幌市） Ｃ

　情報提供機能の例示として、インター
ネットやバスロケーションシステムなど、
と記載しております。
ご意見については、参考とさせていただき
ます。

　乗り継ぎの利便性向上に向けた取組につ
いては、「Ⅴ2(1)④観光施策と連携した交
流人口の拡大｣の中で記載しております。
　また、｢Ⅴ2(2)④交通機関相互の連携強
化による利便性の高い移動の実現｣(交通
モード間の連携による移動の円滑化)にお
いて、交通結節機能の強化や交通アクセス
整備により、利用しやすい交通ネットワー
クの構築について記載するとともに、ＩＣ
カードの普及啓発などについても記載して
おり、ご意見については、参考とさせてい
ただきます。

　道ではこれまでも、持続的な鉄道網の確
立について、国に要請を行ってきていると
ころであり、ご意見については、参考とさ
せていただきます。

　広域分散型の本道においては、全国に比
べて都市間の距離が長大であることから、
圏域間の交流拡大や地域経済の活性化、地
域医療の充実などはもとより、災害時にお
ける多重性の確保のためにも、高規格幹線
道路の整備は重要と考えます。
　また、事業の実施にあたっては、各事業
主体において、計画段階評価や新規事業採
択時評価など学識経験者などの意見を取り
入れた評価を行っています。
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意　見　の　概　要 意見に対する道の考え方※

P56
○（自動走行の実用化に向けた取組の推進）
「高規格幹線道路」の4車線化
　安易な実施ではなく、詳細な検討（予算規模
を含む）の上でなされるべきである
　現時点で確立された技術ではないので、自動
運転に飛びつくのは時期尚早である。（昨年の
上士幌での実験では、制御のための監視要員が
必要で、その対策が不十分であった）

（札幌市） （P109） Ｃ
P56
○ぜひともバスロケーションシステムの推進は
進めるべき。

（札幌市） Ｂ
P62
○（人口減少・高齢化の進行と都市部への人口
集中）
「自家用車の移動に頼らざるを得ない」の記述
　仕方がないだけではなく、セイフティネット
として既存鉄道を含む代替交通手段の役割を明
記すべきである。

（札幌市） （P123） Ｂ
P64
○（地域の暮らしを守る生活交通の確保）
　生活交通であっても、既存の鉄道がある場合
は鉄道の記載（既存交通の活用として）を加え
るべきである。加えないのであれば、その根拠
を明確に示すべきである。
　活性再生法の網計画を道庁として早期に策定
すべきである。その場合の交通圏域設定は、本
編前半の圏域に、道央交通圏を加えて策定すべ
きである。

（札幌市） Ｃ
P64
○（公共交通機関の定着化）
　「乗って守る」意識の徹底はモビリティマネ
ジメントを地元で充実させるべきで、道教委や
札幌市教委とも連動して行うよう働きかけるべ
きである。

（札幌市） （P122） Ｃ

　安心して暮らしていける地域社会をつく
るためには、日常生活に必要な交通手段の
維持・確保が必要であり、ご意見について
は、参考とさせていただきます。
　網計画については、まちづくりなどと一
体となった総合的な交通ネットワークの形
成に向けた市町村の取組を支援してまいり
ます。

　地域コミュニティの維持に向け、地域の
実情に応じた交通手段の確保は重要であ
り、「Ⅴ2(3)地域を支える　②安定した地
域交通の確保」（地域の実情に応じたきめ
細やかな交通サービスの展開）に記載して
おり、ご意見の趣旨と同様と考えられま
す。

　バスロケーションシステムなど積極的な
交通情報の提供に向けて、関係者と連携し
ながら、利便性の向上に努めてまいりま
す。

　暫定２車線区間においては、正面衝突な
ど重大事故の危険性が高いほか、災害時な
どの緊急工事の際に通行止めになるなど安
定的な交通の確保が課題であることから４
車線化の整備は必要と考えます。
　また、無人自動走行による移動サービス
の実現については、国の取組を考慮の上、
将来を見据えて必要な取組を記載しており
ます。
　ご意見については、参考とさせていただ
きます。

　モビリティ・マネジメントに関しては、
通勤、通学等での利用促進に向けて、関係
者が連携して取り組むこととしており、ご
意見については、参考とさせていただきま
す。
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P64～66
○「まちづくりと連携した持続的な交通ネット
ワーク」をめざす（64頁から）とした方向性は
その通りです。
 「鉄道やバス路線の維持」（66頁）があげられ
ているのは大事と思いますが、そう言いながら
同じ項で、北海道新幹線の札幌延伸に伴う函
館・小樽間の函館本線在来線について「地域の
最適な交通手段について（新幹線開業後対策
の）調査・研究を行う」（65頁）として、JRか
らの「経営分離」前提の対策となっていること
には大いに疑問があります。

（札幌市） Ｄ
P64
○モビリティ・マネジメントについては学校教
育も含め推進していくべき。

（札幌市） （P122） Ｃ
P65
○（鉄道やバス路線の持続的な維持・確保）
　鉄道の記載が少ないので、（意識醸成の後に
追加して）、「乗る・活用する仕組みづくり」
を追加すべきである。

（札幌市） （P108） Ｃ
P65
○（地域の実情に応じたきめ細かな交通サービ
スの展開）
　既存の鉄道路線があるのであれば、鉄道の記
載（既存交通の活用として）を加えるべきであ
る。

（札幌市） （P123） Ｃ
P65
○鉄道についての言及が内容希薄です。意識醸
成の件以外何一つ書かれていないといってよい
と思われます。鉄道の維持・確保のための具体
的施策を早急に提示してください。

（札幌市） （P108） Ｃ
P65
○バス路線の維持・確保のためには、意識醸成
や利用促進、収益回収の取組の必要性を否定し
ませんが、国に対する意見をしっかり書き込む
必要がある。

（札幌市） Ｃ

　鉄道の利用促進などの取組については、
「Ⅴ2(2)①持続的な鉄道網の確立」に記載
しており、ご意見については、参考とさせ
ていただきます。

　モビリティ・マネジメントに関しては、
通勤、通学等での利用促進に向けて、関係
者が連携して取り組むこととしており、ご
意見については、参考とさせていただきま
す。

　北海道新幹線については、整備新幹線の
整備に関する基本方針に基づき、「並行在
来線の経営分離についての沿線自治体の同
意」などの条件を満たしていることを確認
した上で、着工されております。

　道では、国に対し、バス路線の維持・確
保のために必要な予算の確保に関して、要
請を行っております。
　バス路線の維持・確保に向けては、住民
の意識醸成や利用促進の取組が重要であり
ますが、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　鉄道の利用促進などの取組については、
「Ⅴ2(2)競争と共生　①持続的な鉄道網の
確立」に記載しておりますが、ご意見につ
いては、参考とさせていただきます。

　本項目は、地域コミュニティの維持に向
けたコミュニティバスなどの交通モードの
取組を記載しているものであり、鉄道やバ
スといった交通モードについては、別な項
目で記載しておりますが、ご意見について
は、参考とさせていただきます。
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P65
○並行在来線の経営分離を前提とした記述なっ
ているが、法的に決められているわけではない
ことを踏まえた議論をすべき。

（札幌市） Ｄ
P65
○地域の実情に応じたきめ細かな交通サービス
の展開について、既存の交通ネットワークの活
用についても言及するべき。

（札幌市） （P123） Ｃ
P66
○（都市内の円滑な交通ネットワークの整備）
　都市交通マスタープラン中に鉄道の利活用方
策を具体的に位置付けるべきである。
　鉄道の立体交差化の後に、「鉄軌道整備のた
めの街路事業の「受け皿事業」化の推進」を追
加すべきである。

（札幌市） Ｃ
P66
○都市交通マスタープランを作成してどうする
のか。作成して満足してしまわないようにして
いくべき。

（札幌市） Ｃ
P66
○安全で快適な都市内交通環境の整備
 　本項目において、安全な自転車空間の整備に
ついて触れられているが、自転車の利便性や環
境、あるいは健康への貢献については、世界的
な常識となっている。
　道内においても、自転車に対して積極的に都
市内交通の担い手である位置づけをするととも
に、同じく環境に大きく貢献する鉄道ネット
ワークとの連携について明記し、そのまま自転
車を列車に積める体制を整備することで、イン
バウンドをはじめとする観光客の誘致に結び付
けることを、明記していただきたい。

（神奈川県） （P108） Ｃ

　「Ⅴ2(2)①持続的な鉄道網の確立（鉄道
の利活用促進）」に、観光施策と連携した
鉄道の利用促進といった地域の実情を踏ま
えた取組の推進について記載しております
が、自転車はインバウンドなどの周遊拡大
に向けた魅力づくりにも活用できると考え
ており、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　都市交通マスタープランは、交通の現
状・将来の課題を把握し、あるべき将来像
を実現するため、都市計画道路や公共交通
及び交通結節点等の将来計画により、都市
圏全体の交通施策を明らかにするものであ
り、ご意見については、参考とさせていた
だきます。

　都市交通マスタープランは、交通の現
状・将来の課題を把握し、あるべき将来像
を実現するため、都市計画道路や公共交通
及び交通結節点等の将来計画により、都市
圏全体の交通施策を明らかにするものであ
り、ご意見については、参考とさせていた
だきます。

　本項目は、地域コミュニティの維持に向
けたコミュニティバスなどの交通モードの
取組を記載しているものであり、鉄道やバ
スといった交通モードについては、別な項
目で記載しておりますが、ご意見について
は、参考とさせていただきます。

　北海道新幹線については、整備新幹線の
整備に関する基本方針に基づき、「並行在
来線の経営分離についての沿線自治体の同
意」などの条件を満たしていることを確認
した上で、着工されております。
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P70
○（加速するインフラ老朽化）
　鉄道施設の際の道庁等の行政の支援のあり方
の具体策を検討すべきである

（札幌市） （P108） Ｃ
P71
○「交通安全対策の推進」について
　事故は減少しているが、依然として多数の死
傷者が出ていることには変わりがない。自動車
事故についても「死者ゼロ」を目指すことを明
記し、以下を追記してはどうか。
「交通事故は減少しているが、依然として多数
の死傷者が出ていることには変わりがない。事
故ゼロを目指し、交通安全に対する啓発やマイ
カー依存型のライフスタイルの脱却等の各種施
策を推進していく。」

（音更町） （P130） Ａ
P72
○（災害時の連携体制の強化と情報提供機能の
充実）
　鉄道についても代替性・リダンダンシー確保
の観点から、複数路線を維持可能なように、整
理すべきである。

（札幌市） Ｃ
P72
○（高規格幹線道路ネットワークの早期形成
等）
　本当に金をかけての道路整備・規定計画路線
の完全建設が必要なのか。その根拠を示すと共
に、各路線毎に精査が必要ではないか。道路建
設には甘い従来の姿勢を踏襲するなら、その根
拠を示すべきである。

（札幌市） Ｃ

　大規模修繕や耐震化などについては、国
に対して支援を求めることを、「Ⅴ2(2)①
持続的な鉄道網の確立」の中で記載してお
ります。
　なお、持続的な鉄道網の確立に向けて
は、ＪＲの徹底した経営努力を前提に、国
の実効ある支援とともに、地域においても
可能な限りの協力、支援を行うことが重要
と考えており、ご意見については、参考と
させていただきます。

　広域分散型の本道においては、全国に比
べて都市間の距離が長大であることから、
圏域間の交流拡大や地域経済の活性化、地
域医療の充実などはもとより、災害時にお
ける多重性の確保のためにも、高規格幹線
道路の整備は重要と考えます。
　また、事業の実施にあたっては、各事業
主体において、計画段階評価や新規事業採
択時評価など学識経験者などの意見を取り
入れた評価を行っています。

　鉄道網のあり方については、今後、交通
事業者はもとより、道や国も参画し、各々
の実情や線区の特性を踏まえた検討・協議
をさらに加速させていくことが重要と考え
ており、ご意見については、参考とさせて
いただきます。

　ご意見を踏まえ、「死者数をゼロに近づ
けることをめざし、」を追記しました。
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P74
○交通・物流を担う人材確保・育成、労働環境
の改善について、この問題は交通政策全体にか
かわる大きな課題のため、独立した項目とすべ
き。

（札幌市） （P133） Ｃ
P75
○北海道の広い地域に人をはりつけるには鉄道
が必要なので国の支援が不可欠。

（江別市） （P108） Ｃ
P92
○各種データについて
　平成28年のデータが記載されている箇所があ
るが、国際航空路線開設状況や国際線利用者数
など、既に平成29年のデータが明らかになって
いるものもあると思われるため、最新のデータ
に差し替えてはどうか。

（札幌市） Ｅ
その他
○パブコメの募集期間が短すぎるように感じ
る。1か月とはいかずとも3週間程度は募集期間
を設けるべき。

（札幌市） Ｅ
その他
○ＪＲ北海道にも利便性についての努力を要請
してもらいたい。

（北見市） Ｅ
その他
○今回のパブリックコメントが鉄道の記載がな
いままおこなわれていることに強い疑念と問題
を感じる。一方で、非公開のフォローアップ会
議で方向性をまとめ、あとで書き加えるやり方
は極めて不当。

（札幌市） Ｅ

　道としても交通・物流を担う人材確保・
育成は重要との認識にあり、「Ⅴ2(4)リス
クに備える　②交通・物流を担う人材確
保・育成、労働環境の改善」に人材の確
保・育成や労働環境の改善などの取組を記
載しており、ご意見については、参考とさ
せていただきます。

　鉄道ネットワーク・ワーキングチーム・
フォローアップ会議の集中審議の結果を踏
まえ、鉄道における今後の方向性や鉄道網
の展望を記載し、２回目のパブリックコメ
ントを実施しました。

　ＪＲ北海道に対しては、これまでも利便
性の向上等について求めてきており、引き
続き、働きかけを行ってまいります。

　原案に対する１回目のパブリックコメン
トは、1月12日から31日までの20日間、ま
た、案に対する２回目のパブリックコメン
トは、2月16日から3月1日までの14日間実
施しております。

　ご意見をいただいた項目については、年
度単位のデータのため、平成28年度が最新
データとなっております。
　なお、暦年データのうち、公表されてい
るものについては、平成29年の最新データ
に更新いたしました。

　「Ⅴ2(2)競争と共生　①持続的な鉄道網
の確立」（JR北海道の経営再生と持続的な
鉄道網の確保）に国の支援要請などを記載
しておりますが、ご意見については、参考
とさせていただきます。
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その他
○元号表記について
　西暦と元号が併記されている箇所と西暦だけ
の箇所がある。「平成42年」などと記載されて
いる箇所も散見されるが、平成31年5月以降、改
元となる。将来的な資料として残るものである
ことも考慮し、表記を西暦に統一してはどう
か。

（音更町） Ａ

　元号が改正予定の年までは、西暦（平
成）と表記し、それ以降は、西暦表記に修
正しました。

   

 

問い合わせ先 

  総合政策部交通政策交通企画課（交通ネットワークグループ） 

 電話０１１－２３１－４１１１ 内線 ２３－７６３ 
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