国土交通
令和３年３月２５日

二年四月に国鉄分割・民営化から約三十年、約三

御承知のとおり、国鉄民営化、ＪＲ、昭和六十

○岩本剛人君 自由民主党の岩本剛人でございま

十四年が経過をしております。これまでにＪＲ東

質疑のある方は順次御発言願います。

○委員長（江崎孝君） ただいまから国土交通委
す。午後からですけれども、どうぞよろしくお願

日本、ＪＲ東海、ＪＲ西日本及びＪＲ九州の四社

─────────────
員会を開会いたします。
いを申し上げたいと思います。

昨日、西田実仁君、熊谷裕人君、本田顕子君及

委員長始め理事の先生方に心から感謝を申し上げ

また、本日質問をする機会をいただきまして、

た、その一方では、私の地元のＪＲ北海道、ＪＲ

が上場し、完全民営化を果たされております。ま

委員の異動について御報告をいたします。
び三木亨君が委員を辞任され、その補欠として里

の人口減少、モータリゼーション、基盤整備の進

四国は、国鉄分割・民営化時の想定を上回る地域

それでは、早速でありますけれども、この度提

展による旅客需要の落ち込み、また、長期低金利

たいと思います。
案されております国鉄清算事業団の債務等の処理

による経営安定基金の運用益の低下、安全や老朽

見隆治君、鉢呂吉雄君、清水真人君及び岩本剛人
─────────────

に関する法律等の一部を改正する法律案につきま

君が選任されました。
○委員長（江崎孝君） 政府参考人の出席要求に

化更新に関わる大変増嵩する投資費用といったよ

続いております。

うな共通の課題を抱え、大変経営が厳しい状況が

して質問をさせていただきたいと思います。
本年度末までとなっております各ＪＲ北海道、

関する件についてお諮りいたします。
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関す

四国、ＪＲ貨物の支援についてでありますけれど

すけれども、御承知のとおり、昨年の新型コロナ

る法律等の一部を改正する法律案の審査のため、

いてでありますが、昨年の十二月に、赤羽大臣か

ウイルス感染症は、例外なくＪＲ北海道やＪＲ四

以前から厳しい状況が続いていたわけでありま

省鉄道局長上原淳君外二名を政府参考人として出

ら予想を上回る大変大きな支援策を公表していた

国にも、旅客需要の大幅な減少等、経営に大きな

も、私の地元でありますＪＲ北海道への支援につ

席を求め、その説明を聴取することに御異議ござ

だきました。今後三年間で一千三百二億という額

影響を与えているところであります。

本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通

いませんか。

は、これまでの二年間の四百十六億円という額と

の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する

○委員長（江崎孝君） 日本国有鉄道清算事業団

─────────────

う決定いたします。

○委員長（江崎孝君） 御異議ないと認め、さよ

赤羽大臣始め岩井副大臣、朝日政務官等、また関

たところであります。この支援につきましては、

総額二千四百六十五億円の支援を決めていただい

千二十五億円、ＪＲ貨物については百三十八億円、

ものであります。さらに、ＪＲ四国については一

比較しても、平年ベースで二倍以上の支援となる

これまでに見たことのないような大変厳しい経営

イナス五一％、九十一億減の収入が八十九億円と、

六十六億円です。ＪＲ四国においては対前年比マ

前年比五二％減、二百九十億減の運輸収入が二百

和二年度の第三・四半期まで、ＪＲ北海道では対

各社が公表するデータでありますけれども、令

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

法律案を議題といたします。

こうした状況にあるＪＲ北海道、ＪＲ四国に対

状況となっております。
ます。

係者の皆様方に心から感謝を申し上げたいと思い

本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、
これより質疑に入ります。
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業団の債務等の処理に関する法律の改正に基づく

においては、平成二十三年の日本国有鉄道清算事

が実施をされてきております。特に、この十年間

しましては、国鉄分割・民営化以降、様々な支援

う強い意思を感じているところであります。

からのＪＲに対する、何とか助けてあげようとい

いるところであります。このことは、国交省さん

要な柱に位置付けられているというふうに考えて

の様々な支援策の中でも、この運用益の確保は重

を行ってまいりました。

十三年度から、特別債券による実質的な積み増し

よる運用益の下支えを実施するとともに、平成二

を設置し、その運用益で営業損失を補填して経営

海道やＪＲ四国の経営については、経営安定基金

ただいているところでありますが、元々、ＪＲ北

っており、その延長のための法案を質問させてい

この枠組みによる支援は今年度末までの措置とな

中で、将来にわたって安定的な経営を継続するた

ては、営業損益で赤字が生じることが見込まれる

国鉄改革の際、ＪＲ北海道及びＪＲ四国におい

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

たいと思います。

いて措置することとした理由についてお伺いをし

につきまして、経営安定基金の運用益の確保につ

そこで、改めてお伺いしますけれども、本法案

ころであります。

れて運用益を確保するというふうに伺っていると

が一定の利率で各二社から経営安定基金を借り入

基金の運用益の確保というのは、鉄道・運輸機構

○岩本剛人君 この提案されております経営安定

保を図ることとしたものでございます。

援策の柱の一つとして経営安定基金の運用益の確

あることから、今回の支援の継続に当たって、支

機能をしっかりと発揮させることが喫緊の課題で

を支える重要な役割を担っており、今後ともその

経営安定基金は、ＪＲ北海道やＪＲ四国の経営

枠組みを活用した支援が行われてまいりました。

発足当時の年利七・三％であった経営安定基金の

めに必要な収益調整措置として経営安定基金が設

く、新たな経営安定基金の運用益の下支え策等も

ども、支援を継続する場合に、単純な延長ではな

二月に当委員会で質問させていただきましたけれ

きな課題となっているわけであります。昨年の十

十分発揮されていないこともこれまでの経営に大

ておりまして、当初果たせていた運用益の機能が

く中で、近年、各社では三％から四％の間となっ

長期化等によりまして、その機能が十分に発揮さ

いたしましたが、委員御指摘のとおり、低金利の

ＪＲ四国に二千八十二億円の経営安定基金を設置

ができるよう、ＪＲ北海道に六千八百二十二億円、

り営業収益のおおむね一％の利益を確保すること

制度発足時には、この経営安定基金の運用益によ

ことで経営の安定化を図ることといたしました。

置され、その運用益で事業全体の営業損失を補う

利率を上げる、また特別債券の追加発行をする等

三年度以降実施されております例えば特別債券の

定基金を更に積み増す、またあるいは、平成二十

基金を、先ほど答弁でありましたように、経営安

昭和六十二年の額でありますけれども、経営安定

億円、ＪＲ四国は二千八十二億円、これは当初、

答弁でありました、ＪＲ北海道は六千八百二十二

ただ、この運用益の確保に当たりまして、今御

しかしながら、昭和六十二年四月に施行された、

の安定に努めてきたところであります。

運用益でありますが、低金利の状況が長期的に続

検討すべきではないかという質問もさせていただ

のほかの措置も考えられたのではないかというふ
国土交通省といたしましては、こうした状況に

ただ、今回、経営安定基金の運用益の確保につ

れていない状況となっております。

令和三年度以降のＪＲ北海道やＪＲ四国、ＪＲ

対応するため、経営安定基金に関し、平成九年度

いて、そういった様々な措置が考えられる中であ

いたところであります。
貨物に対する支援において各社の経営安定基金の

から二十八年度までの鉄道・運輸機構の借入れに

うに思います。

運用益の確保が図られることとなりまして、今回
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○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

伺いしたいと思います。

の助成勘定での借入れとしたのか、その理由をお

債券の発行ではなくて、なぜその鉄道・運輸機構

りますけれども、経営安定基金の積み増しや特別

○岩本剛人君 鉄道局長から四・九九％という話

したものでございます。

入れ、一定の利払いを行う仕組みを設けることと

が経営安定基金をＪＲ北海道やＪＲ四国から借り

ことも参考に、本法案において、鉄道・運輸機構

四・九九％等の一定の利率で借り入れた例もある

しては、過去に鉄道・運輸機構が経営安定基金を

いくのではないかというふうに思います。

変大きな、また会社に対しても安心につながって

を継続していく、そういったことを示すことが大

その後も鉄道・運輸機構が経営安定基金の借入れ

いては、令和十二年度までとは期限を区切らず、

れども、この経営安定基金の運用益の考え方につ

そこで、今回質問させていただいておりますけ

の元本の積み増しが考えられますが、結局は各社

最初に、国鉄改革時に設定された経営安定基金

九九とは言わず、できるだけ高い金利で運用益が

ュールを検討されると思うんですけれども、四・

後、金利や借入れの金額等、様々な運用のスケジ

か、お伺いしたいと思います。

降についてもどのようにお考えになられているの

経営安定基金の借入れについて、令和十三年度以

されるわけであります。

ては、委員御指摘のように、幾つかの選択肢が考

があったんですけれども、この法案が決議された

の自主的な運用に委ねられるため、市場動向等に

是非出るように、何とか助けてもらえるように、

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

経営安定基金の運用益の確保の手法につきまし
えられます。

よって運用益が左右されやすいこと、一度積み増

是非前向きに検討をお願いしたいというふうに思

改めて、今回の法案によるその鉄道・運輸機構、

しをしてしまうと、逆に金利が上昇した場合の運

います。

が令和十三年度に経営自立することを目標といた

本法案におきましては、ＪＲ北海道やＪＲ四国

用益の再調整が行えないといった課題があるもの

御答弁いただいたんですけれども、今回の支援

と考えております。

一方、経営安定基金の運用益の確保につきまし

しまして、助成金の交付や出資などの各種の支援

今回の支援策、ＪＲ北海道、ＪＲ四国に対する

ては、鉄道・運輸機構が一定の利率で経営安定基

については十年間というところであります。その

運輸機構により一定の利率による利払いが保証さ

支援は令和十二年度までというふうにされており

金を借り入れることによることとしておりますが、

また、ＪＲ北海道とＪＲ四国に対する無利子貸

れるというメリットはあるものの、鉄道・運輸機

ます。ただ、今後も、皆さん御承知のとおり、地

本法案におきましては、その際の利率や償還期間

について、原則として支援の期限を令和十二年度

構が経営安定基金を直接借り入れる方がよりシン

方においては人口減少がもう加速度的に進むこと

などの具体的な内容につきましては旅客会社の経

中で、今後、将来に向けてもちょっと確認をさせ

プルな形で同様の効果を発揮することができると

も懸念される中で、それ以降も経営安定基金の運

営状況、市場金利の動向その他の事情を勘案して

付金と組み合わせた特別債券の発行による実質的

考えております。

用益が一定額確保されなければ、やはり大きな事

国土交通大臣が定めるとされ、法律上の支援の期

末としております。

こうしたことから、今回、この法律を継続して

業の柱がないＪＲ北海道、四国に対しては、大変

限は設けておりません。

ていただきたいと思います。

行っていただくことに併せて検討した結果、経営

経営が厳しい状況になってくることが十分懸念を

な積み増しといった手法もございますが、鉄道・

安定基金の運用益の確保の具体的な方策につきま
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○岩本剛人君 今御答弁にあったんですけれども、

検討を進めてまいりたいと考えております。

ながら、令和十三年度以降の在り方も含めて今後

営計画を踏まえ、経営状況や市場の動向を注視し

限は設けないこととした上で、両社の長期的な経

策でございまして、このため、法律上の支援の期

調整措置は国鉄改革時から措置された重要な支援

委員御指摘のように、経営安定基金による収益

貨物、流通も全て駄目になる、そんなような大き

Ｒ貨物で運んでおりますので、路線がなくなると

地元住民、また、北海道では農作物や水産物をＪ

線が廃線になるのではないかと沿線自治体、また

表でありました。いわゆるＪＲ北海道の大半の路

我々地元からすると、大変大きな衝撃を受けた発

いうことで公表、発表されたわけであります。

月に突然、当社単独で維持困難な線区についてと

ＪＲ北海道におきましては、平成二十八年十一

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

況についてお伺いをしたいと思います。

議で進められてこられました具体的なまず検討状

たのも承知をしているところであります。この会

ークに関する関係者会議を設けて検討を進めてき

道庁、ＪＲ北海道との間で北海道の鉄道ネットワ

この黄色線区の支援につきましては、国、北海

国と地域が協力した支援は別途検討されるという

支援の期限は設けておりませんというところであ

な不安を感じたところであります。

この二年間、八つの線区ごとにアクションプラン

ＪＲ北海道のいわゆる黄色線区につきましては、

ふうにされているところであります。

りまして、今後検討を進めてまいりたいというふ

その後、平成三十年七月に国土交通大臣がＪＲ

光資源の積極的な活用を図って、観光列車の運行

うに御答弁をいただいたところであります。

て利用促進やコスト削減の取組を行い、持続的な

により需要喚起を図るでありますとか、あるいは

を策定をしまして、沿線自治体やＪＲ北海道が一

鉄道網の確立に向け、あるべき交通体系について

高齢者の方々への運賃助成を行う、さらにはスク

北海道に対して発出しました監督命令におきまし

それで、この十年間でＪＲ北海道、ＪＲ四国に

徹底的に検討を行うこととされたわけであります。

ールバスから列車通学へのシフトを図るような自

御承知かと思いますけれども、ＪＲ九州におい

おいても新たな事業、鉄道事業を支えるような事

これを踏まえまして、黄色線区と言われており

治体の取組をしていただく、そうした様々な利用

体となって利用促進やコスト削減に取り組まれて

業が、じゃ、新しく考えていけるかというと、大

ます八線区につきましては、地元沿線自治体を始

促進等の取組が行われております。

て、利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組み

変そこは難しいことも考えられる中でありますの

め関係者で利用促進等を進めてまいりました。ま

令和三年度以降におきましても、国、地域、Ｊ

ても御案内のとおり鉄道事業は赤字でありまして、

で、是非、御答弁にありましたとおり、長期計画、

た、この二年間では、国と地域が同じ支援の水準

Ｒ北海道が結束をいたしましてより踏み込んだ支

きたものと承知をいたしております。例えば、観

経営計画もありますけれども、令和十三年度以降

であればということで、それぞれ年間二億円を拠

援を行うことができないか、委員御指摘の北海道

の構築が必要な線区について、地域と一体となっ

に対しましてもしっかり前向きに検討をしていた

出して、毎年四億円の支援が行われてきたところ

の鉄道ネットワークに関する関係者会議の場も活

様々な事業の中で経営安定を図っているというこ

だけることを強く要望をさせていただきたいと思

であります。また一方、昨年末に国が公表しまし

用して検討を進めまして、国と道庁が協力して観

とであります。

います。

たＪＲ北海道等に対する令和三年度以降の支援策

光列車の導入を図っていくこととしております。

続きまして、ＪＲ北海道の黄色線区についてお

につきましては、ＪＲ北海道の黄色線区に関わる

伺いをしたいと思います。
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して前向きな取組も考えていく、より効果的な新

一方、北海道は、我が国でも有数の観光資源を

をしております。

具体的には、道の第三セクターでございます北
たな需要を検討していくといったことも必要では

な話、ＪＲ北海道においてはこれを十分に生かし

海道高速鉄道開発株式会社が観光列車を保有し、

そこで、道内の公共交通ネットワーク全体も視

切れていないんではないかと感じております。そ

有しておりまして、観光面で無限の可能性を秘め

野に入れて黄色線区支援の効果が最大限発揮され

のため、今回、先ほどお話にもありましたが、Ｊ

ないかというふうに私自身考えているところであ

るように、この十年間で、地域に対して多様な交

Ｒ北海道に対する支援の一つとして、国と道が協

ＪＲ北海道に無償で貸し付けることとし、車両導

通のアクセス、交通モードが連携した取組を促し

力をして、北海道の三セクを活用して観光列車の

た地域であるとも認識をしているんですが、正直

こうした新たな支援措置を講じながら、黄線区

て、その取組を国として後押ししていただけるよ

導入ということをやらせていただくことになりま

ります。

を含む地域の公共交通の在り方について、道と一

うに考えるんですけれども、岩井大臣にお伺いし

した。ＪＲ北海道には、観光需要を積極的に取り

入に係る経費等につきましては、北海道庁による

体となった対応を図ってまいります。
たいと思います。

込みながら路線の維持、活性化を図っていただく

補助と鉄道・運輸機構による助成を協調して行う

○岩本剛人君 是非、国の支援のほどもまたよろ

○副大臣（岩井茂樹君） 岩本委員にお答えをい

ことを期待をしております。

この黄色線区につきましてですけれども、監督

ことを考えております。

しくお願いしたいと思います。
たします。

命令の中で、これまでの二年間を第一期集中改革

た活性化を図っていく上で、是非、今のところは

また一方で、こうした黄色線区の利用促進やま

で、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。

いては地元は大変大きな期待を寄せておりますの

い話題でありますけれども、また、このことにつ

観光列車の導入を進めるということで、大変明る

ように、新たな支援として国と北海道庁において

されております。今ほど局長から答弁ありました

広大な大地で、かつ人口密度の方は反対に少ない、

せんが、北海道は、本州とは比較にならないほど

こうした状況はＪＲ北海道も例外ではございま

おりまして、更に厳しい状況になっております。

限が加わることによりまして輸送需要が減少して

スの感染症拡大によりまして、移動の自粛等の制

っております。そこに加えての新型コロナウイル

よりまして、これまでも大変厳しい経営状況に陥

もしれませんが、人口減少、少子高齢化の進展に

かと、大変厳しいお言葉をいただいたんですけれ

十分観光資源を生かし切れていないんではない

○岩本剛人君 大変失礼を、副大臣でありました。

できるように、国としても、地域の取組をしっか

り大きな枠組みの取組の中で地域活性化に貢献を

適性の向上にもつながる形で、公共交通全体でよ

ドと連携した周遊ルートの開発など、利便性や快

鉄道を軸としたバスや航空などのほかの交通モー

観光列車を走らせればいいというのではなくて、

そこで、ポイントなんですが、その際に、単に

現状維持という考え方の中でありますけれども、

小さいということでございまして、冬場の自然環

ども、逆に言うと応援のエールだと思いますので、

まず、公共交通事業者は、これ日本全国そうか

例えば、旭川空港とＪＲの駅を直結させるだとか

境が極めて厳しいことから、鉄道ネットワークの

またしっかり後押ししていただけるという御発言

期間、これからの三年間を第二期改革集中期間と

空港の利便性向上を図っていく等、各交通モード

維持が容易ではない地域であるというふうに認識

りと後押しをさせていただきます。

の拠点をつないで、公共交通ネットワーク全体と
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本当に、二次交通、新幹線からの二次交通のシ
の方でそれを、地域をリードしてもらえるような

地元でも一生懸命支援はしますけれども、是非国

となっております八路線の在り方について、また、

他地域での事例や地域公共交通活性化のための各

区を含む地域の公共交通の在り方につきまして、

って、地域の声にしっかりと傾けながら、黄色線

国といたしましては、北海道運輸局が中心とな

もいただきましたので。
ステムというのがなかなかうまく進んでいないの

形で考え方や方向性を示してもらえないかという

○岩本剛人君 ＪＲ四国については黄色線区は今

は現状でありますので、今日は鉢呂先生もいらっ

北海道は、本州とは比較にならないほど広大な

のところはないというふうに聞いているんですけ

種支援制度の情報提供を行うなど、地域と結束し

大地で、かつ人口密度が極めて小さく、加えて冬

れども、お話をお伺いしておりましたら、将来的

ふうに思いますけれども、いかがですか。

御答弁いただいたんですけれども、観光列車等

場の自然環境が極めて厳しいことから、鉄道ネッ

には同じような状況を招く可能性は非常に高いと

しゃるので、一緒に頑張って取り組んでいきたい

様々な支援に対しては、本当に大きな期待もあり

トワークの維持が容易でない地域であると認識い

いうふうにお伺いをしております。

て積極的な対応を図ってまいります。

ますし、御支援にも感謝を申し上げるところであ

たしております。こうした地域におきまして公共

そうした中で、今御答弁あったんですけれども、

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

りますけれども、なかなかそれだけで路線を維持

交通や鉄道ネットワークを維持するためには、国、

是非地元と一緒に連携をしていただいて、支援策、

と思いますので、本当に国の後押しをよろしくお

していくというのは大変厳しい状況であります。

道、地方自治体が一丸となりましてしっかりと支

できれば国がリーダーシップを発揮していただけ

願いを申し上げたいと思います。

また、その監督命令においては、令和五年度に

えていくことが不可欠と考えております。

ます。また、その中で、利用者数の目標に対する

る黄線区につきましても、安易に廃線や現状維持

ＪＲ北海道が単独で維持困難としているいわゆ

すと、我々、ＪＲ貨物に大変北海道はお世話にな

また、その線区を維持するということになりま

総括的な検証を行うことというふうにされており
達成度合いだとか事業の抜本的な改善方策につい

に流れるのではなくて、国と地域がしっかりと協

っておりますので、また、それが滞ると北海道の

っている中で、地域に対して、全く我々地元から

地域にとって、路線の在り方について一生懸命や

としておりますが、監督命令にもあるとおり、令

した観光列車の導入などの支援を行っていくこと

黄色線区につきましては、今後、国と道が協力

れば本当に有り難いと思います。

ても検討されるということになっております。

力をして、その在り方を一緒になって考える必要

流通自体、また全国の流通にも大きく影響してお

我々も一生懸命地元でも支援をしているわけで

があると考えております。

すると権限も何もない中でありますので、その中

和五年度におきまして、それまでの利用促進の取

昨年でありますけれども、御承知のとおり、菅

ありますけれども、やはり路線の在り方について、

で路線の在り方について地元に対して決断を迫る

組の状況等を踏まえ、具体的な事業の抜本的な改

総理が臨時国会におきまして二〇五〇年カーボン

りますので、是非、国の強力な後押し、支援をお

というのは大変なかなか難しいことであります。

善方策も含めたその在り方の総括的な検証を行う

ニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すと宣言

け問題提起をさせていただければと思います。

最後に、質問ではないんですけれども、一つだ

願いをしたいというふうに思います。

そうした中で、是非、令和五年度に総括的な検

ことにいたしております。

証を行われるわけでありますけれども、黄色線区
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考えていたときなんですけれども、ＪＲ北海道も

をされたところであります。今回いろいろ質問を
き付いておりまして、今回も赤羽大臣がいたから

を上げて地元に貢献された、あれが今でも目に焼

ては対応するようにという御意見をいただきまし

加味してＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ貨物につい

この間、様々な委員会で、このコロナの影響も

きながら、道会議員の皆さんや首長の皆さんとも

こそこういったスキームが、対策ができたのでは

重ならない範囲で御質問をさせていただきます。

相当話し込んで、ＪＲの社長も率直なところも随

ＪＲ四国も、ディーゼル車両が走って実はおりま

いくと、線路から電線の整備から、大変大きな費

まず、今いろいろ話あったとおり、ＪＲ北海道

分意見交換しながら、やはり私は、時間は掛かる

たので、今回のこの内容は、そうしたことも踏ま

用が想定されるわけであります。このことは、こ

の経営実態は大変厳しいものがございます。特に

にしても、私が今大臣でいる限り、のときにそれ

ないかと、こういうふうに思っておるわけであり

れからの支援の、十年間ではあるんですけれども、

また、このコロナの状況で、私も小樽に住んでい

相応の方向性をしっかり出して、そして経営自立

す。そのときに、環境に配慮した整備を進める、

そういった、これから今までになかったような課

てＪＲに乗るんですけれども、ちょっと以前は観

ができる可能性があると皆が思えるように、ＪＲ

えての、相当私なりにも、現地に行かせていただ

題も出てくるかと思いますので、この支援の中で

光客あふれるぐらい、小樽―札幌間あるいはニセ

北海道、地元の自治体、そして我々国が、三者と

ます。

是非一緒に検討していただくことを心から願いま

コ方面、おりました。今は、もう火が消えたよう

もこれでしっかりとやっていくんだと思えるよう

もし電化をしていくだとかそういうことを考えて

して、私の質問を終わります。

な状態であります。

ありがとうございました。

ども、阪神・淡路大震災のときに、あのときは新

赤羽大臣は、今から二十六年前になりますけれ

ただきますので、お願い申し上げます。

ありましたので、赤羽大臣だけに私質問させてい

岩本先生から北海道の実態、そして基本的な考え

くお願い申し上げます。基本的なことは、もう今、

十五分だけ質問させていただきますので、よろし

委員長を始め皆さんの御理解をいただきまして

おります。そこに昨年来のコロナ禍、劇的に需要

る、人口減少化する、維持は大変困難だと思って

けど、どこでも人口が高齢化する、少子高齢化す

Ｒ北海道、四国を、まあ先頭にと言ったら変です

○国務大臣（赤羽一嘉君） 公共交通機関は、Ｊ

どうか、手短にお答え願いたいと思います。

いう形で、本当にこれが採算に合っていけるのか

長期計画も出しておりますけれども、ビジョンと

のかどうか、是非大臣の御感想を、ＪＲ北海道も

総理とお会いしたと、いわゆるＧｏＴｏトラベル

○鉢呂吉雄君 昨日の報道によれば、赤羽大臣は

ております。

いっぱいつくらせていただいたというふうに思っ

はこれからだというふうに思いますが、土俵は精

どう思いを共有してやっていくかと。まさに勝負

うか、国、地元、そしてＪＲ北海道、また四国が、

ざいます。

意で今回の法案を作らせていただいたつもりでご

な内容にしなければいけないという、そういう決

人議員だったと思いますけれども、なかなか情報

が減少する中で、大変私たち、私の立場からする

の関係で。

この状態で今のこの対策で本当にやっていける

が取れない中、現地の兵庫県神戸市の実態を政府

と、公共交通機関を維持していただいているだけ

○鉢呂吉雄君 立憲の鉢呂吉雄です。

に、あの頃は自社さ政権、村山政権の時代でした

でも大変感謝をしていると。

私も地元を回っていまして、札幌もちょっと下

できるかできないか、これから、その三者とい

が、もう精力的に、本当に熱意あふれる形で情報
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討していただきたい。

談話を今日出しておりますようですから、是非検

こす必要があるのではないかと。大臣もそういう

元からもう少し観光資源なりそういったものを起

中で、地方自治体、知事会からも要請あった、地

方によってはかなり収まっております。そういう

げ止まりで、増加傾向まで行きません。ただ、地

からなんですね。北海道も、一番は北海道のお客

客さんが多いかというと、三十県以上が自分の県

ありましたが、四十七都道府県でどこから来るお

た地元の、今やらせていただいている、短期間で

りますので、平日に需要を喚起するですとか、ま

ごく集中しがちだという現場の声もいただいてお

ただけるような工夫ですとか、土日祝日前日にす

その中で、公共交通機関をなるべく利用してい

ら、しっかりと対応していこうと思っております。

ませんから、現場の皆さんとよく連携を取りなが

り立たないということであったら全く意味があり

こんな状況じゃとてもじゃないけどこの計画は成

やはり現場のＪＲ北海道にしても四国にしても、

っぱり現実を見ながらということでありますので、

これでやるということでありますが、他方で、や

する前からそういう、何というか、姿勢としては

○国務大臣（赤羽一嘉君） まだ、これから開始

例えば、去年の第一波の後、私の地元の登別市

さんで、たしか六割ぐらいでした。

○鉢呂吉雄君 三月十二日の衆議院の国交委員会

は、温泉地と市民が住んでいるところは若干離れ

ですから、ある意味では、地元の観光資源をも

時間がないので一瀉千里。

ているんですけど、市民の皆さんに登別温泉を利

とやっていきたいと思いますし、また、北海道も

先ほどあった黄色線区について、これは鉄道路

では、井上委員に対する上原局長の御答弁で、必

検査を実施するというようなことが、義務付けま

そうですが、県民割引、道民割引、また再開して

線を残すことを前提として、国も、地方自治体と

う一回再発見できたという意味で、新しい旅のス

で行くかどうか分かりませんが、そういったこと

いるところは二十五以上ありますので、そこにつ

当該する鉄道会社と一緒になって真剣に向き合っ

用してもらうと、こういう取組で、これを一番最

も含めて、大臣はこの考えにどういうふうに考え

いても、ＧｏＴｏトラベルができない地域、全国

ていくという大臣の答弁がございました。このこ

要に応じて支援の見直しをしていくと、こういう

ていらっしゃるか、お答え願います。

ですからなかなかできにくいんですけど、国交省、

とを多として、国として、単なる言葉ではなくて、

タイルが普及、定着する、そうさせたいと思って

○国務大臣（赤羽一嘉君） 観光関連産業は、全

観光庁としてできるだけの支援はしていこうと、

実際に具体的な形で向き合っていただきたいと、

初やりました。道民の中で、県民の中でそういっ

国で九百万人の雇用も抱えておりますし、大変幅

こう思っております。

こういうふうに思います。

ふうにも言っておりますので、大臣、よろしくお

広い産業であり、各地方地方の農林水産業ととも

○鉢呂吉雄君 コロナ禍で大変な状況、先ほどあ

そこで、赤線の線区です。要するにバス転換を

おりますが、そうしたことも踏まえ、感染状態が

に地方経済を支えている主要な産業だというふう

ったように、五年後に見直しという規定も法律上

決めた形です。一例を挙げますけれども、大臣の

たものを利用する、その際は公共交通、バスとか

に思っております。そうした経済、雇用面だけで

はあるようでありますけれども、コロナの状況で

前々任、六年前に、ＪＲ日高線、これが一月の低

願い申し上げます。

はなくて、そこに訪れた人もそのことによって人

この五年の以内にもこの対策を見直すような考え

気圧でもう大災害、路盤とかトンネル、橋梁が取

落ち着かないとなかなかできませんが、しっかり

生を豊かにできるという、私は大変意味のある産

方があるかどうか、これもお伺いします。

あるいは鉄道を利用してもらう、あるいはＰＣＲ

業だと、だからこそ支えなければいけないと。
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にもう日高の奥、森進一の「襟裳岬」で有名な、

今日私が言いたいのは、私も回ってみて、まさ

ありました。

年の末に、これを認めざるを得ないということで

で、結局は、地方自治体の方々も、六年越しで去

ですが、残念ながら、その後ずっとそのままの形

復旧するようなニュアンスの記者会見もあったん

っ払ってしまったと。当時の太田国交大臣は災害

な道路だというふうに思っております。

格道路で苫小牧から浦河町までを結ぶ本当に大事

おります。ですから、日高自動車道、これ、高規

二百三十五号線は津波の浸水想定区域を通過して

ふうに思っておりますし、御指摘のように、国道

は、これは社会のこれからの大前提になるという

○国務大臣（赤羽一嘉君） 防災・減災というの

ていただきたいと思います。

でいち早く完成できるように、この御指示を与え

ております。

に乗りますが、懸命に対応してくれていると思っ

は、私も、毎回、北海道、四国行くたびに在来線

各社の現場、やっぱり鉄道マンの心意気というの

うことを考えているとはとても思えません。ＪＲ

○国務大臣（赤羽一嘉君） 災害に乗じてそうい

則だと、このことを御答弁願います。

今、百二十キロのうち六十キロが開通しており

○鉢呂吉雄君 今回のスキームで、青函トンネル

に対応しなければいけないと思います。

しかし、そういうふうに疑義を持たれないよう

何もないと言って物議を醸した歌詞ですけれども、
本当に、襟裳岬を始めとして魚介類は豊富ですし、

っぱりもっと、今の既存のスキームではなくて、

の大規模修繕については、国、機構が全部持って

ていけない局面がたくさんあると思っております。

国が前に出てこれを修繕、修復すると、復旧する

ますが、十六キロが事業中、四十四キロが調査中

十キロのうち六十キロしか供用されていません。

こうしたことも一例でありますので、ここの地域

と、この立場に是非立っていただきたいと。青函

畜産、競走馬、こういったものが大変盛んなとこ

是非、国交省の中で、縦割りを排して鉄道局と道

については特段の配慮をもって早く高規格道路が

トンネルばかりでなくて、このことについて是非

やるという形になりました。

路局で、やっぱりこういうところはいち早く高規

進むように国交省を挙げて対応したいと、こう思

検討していただきたいと。御答弁願います。

でございますが、地元としっかり連携しながらこ

格道路を完成させる。これも百二十キロの途中な

っております。

○国務大臣（赤羽一嘉君） 青函トンネルにつき

ろでありまして、車で回っていけば、国道の二百

んです。そのほかに、ＪＲで最終駅の様似駅はこ

○鉢呂吉雄君 根室線も大臣は訪問いただいたと、

ましては、北海道、本州を結ぶ唯一の陸路だとい

私は、是非、こういった災害のあったときに、

の高速道路の外、そして、襟裳岬のえりも町はそ

新得―富良野間です。ここも、台風がありまして、

う、極めて特殊性が高い。また、ＪＲ北海道の社

れが前に進むように、また、縦割りでやっている

の更に百キロぐらいです。

五年前です、これ以降もう全然走っておりません。

長からもこの点は直接言われて、確かにここは公

三十五号線ですが、本当に時間が掛かる。高規格

これ、千島海溝の今大地震が起きると、三十年

ＪＲ北海道は、災害が起きればそれで廃止にな

共でやるべきだなということで、今回決断させて

いわゆる路盤ですとかトンネルですとか橋梁、や

以内に七割、四割か七割ぐらい、津波も発生する

ると、こういう形を考えておるのかどうか、こう

いただきました。

と、今後コロナ禍の後の社会の変化には追い付い

と、こういうところで、半分は冠水してしまうの

言わざるを得ない状況でありまして、大臣、やっ

道路は今半分しかまだ完成しておりません。百二

ではないかと。こういう海岸線を縫っている国道

ぱり自然災害の場合は元に復旧させる、これが原

災害については、議員立法の鉄道軌道整備法で、

ですから、是非ここの高規格道路に、大臣の考え
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三百キロ時速出ない、やっと二百十キロぐらいの

用ですから、あの青函トンネルの中がどうしても

がいつも私ども話題に上るんです。今は貨物と共

す。共用しています。第二青函トンネルというの

○鉢呂吉雄君 今、青函トンネル、一本出ていま

かりと検討すべきだというふうに思っております。

災ということをどうあるべきかということはしっ

した社会状況の変化に対応して、やはり防災・減

改正がされたところでございますが、今後のこう

四分の一から条件によれば三分の一というふうに

ところでございます。

していこうと、こういう形で一生懸命やっておる

する十年後には何とか北海道のＪＲも自立を目指

的にやっておるところでありまして、これが完成

した形で、七、八割はトンネルという形で今精力

ときに、我が民主が政権を取っているときの許可

上です。これは、今は亡き羽田雄一郎国交大臣の

○鉢呂吉雄君 今、札幌―函館間が新幹線建設途

けないと、こう思っております。

踏まえながらしっかりと検討していかなければい

きな問題、ここはやはり北海道の皆さんの意向も

適切に対応していかなければいけないかなと思っ

り努力をして成果を出して、その次の段階は適時

そうした状況の中で、まずは札幌延伸、しっか

ば有り難いなとも思いますが。

でき得れば、札幌以外に中核都市が二つ三つあれ

性というのが発揮される地域であると思います。

確かに、北海道、広大な面積でありますので速達

画を作った時代状況とは随分異なっておりますし、

だと思っております。

を着実にやるということが現実的には非常に大事

ただ、その終わった後は、当時整備新幹線の計

ものにするということで何本かやって、それでも

たと聞いておりますので、これについても、少し

だと。大臣のところにもＪＡＰＩＣが要請に行っ

ますけれども、日本の全体の形でいけば、北海道

について、品川から大阪までの形は今やっており

おりますけれども、ポスト整備新幹線の基本計画

います。

○森屋隆君 立憲・社民共同会派の森屋隆でござ

ましたので。

○委員長（江崎孝君） 会派内の時間内でござい

ております。

夢のある話ですけれども、少し現実に向けるよう

こそ新幹線の交通の、高速の一番の適地なんです

同時に、もう時間ありませんね。あります。

な大臣の前向きの答弁をお願いします。

ね。札幌を中心に考えれば、稚内あるいは網走、

数分の短縮です。本来は、あそこをフルで行けば

○国務大臣（赤羽一嘉君） ＪＡＰＩＣの皆さん

北見、それから釧路、これが全部今は四、五時間

早速ではありますけど、質問に入らせていただ

○鉢呂吉雄君 終わります。ありがとうございま

が独自で造っていただければ一番有り難いと思い

掛かるんですが、一時間以内に新幹線であれば行

きたいと思います。多少重複する点あるかと思い

もう一つだけ。

ますが。

くと。そういう形で、是非この基本計画、特に旭

ますけれども、よろしくお願いをいたします。

いわゆる函館―東京間はぐっと時間が縮まると、

もちろん、真面目な話として、このＪＲ北海道

川―札幌間はこの計画に載っておる区域でありま

改正案についてお聞きをいたします。

す。

を考えるときに、北海道新幹線の問題、札幌開業

すから、大臣に、これについても前向きな御答弁

ＪＲ各社が発足して、今年四月で三十四年を迎

四国ですとか山陰地域では非常に今活発化して

をどうするかと、大変大きな問題です。そのとき

をお願いして終わらさせていただきます。

そういう面で第二青函トンネルを是非建設すべき

に、ＪＲ貨物、これは並行在来線の部分でもそう

○国務大臣（赤羽一嘉君） まずは整備計画路線

えます。まずは、国土交通大臣としてこれまでの

し上げたいと思います。

まず、質問の機会をいただいたことに感謝を申

なんですが、これをどうするかというのは大変大
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い状況だったなと。サービスというか、トイレは

うのは、ちょっと語弊がありますけど、まあひど

すけど、小さい頃のイメージでいくと、国鉄とい

○国務大臣（赤羽一嘉君） 私は六十二歳なんで

当進んでいるということで、相対的に鉄道の優位

もあんな高速道路はほぼなかったのが今やもう相

人口減少、また他の交通手段、昔は北海道も四国

行ってまいりましたが、どうしても、この地域の

金の交付ですとか無利子貸付け等、累次の支援を

これまでも、鉄道・運輸機構を通じまして助成

は本当にびっくりするような桁違いのものだなと

いった宣言をしていましたから、もう見た限りで

口から大臣が桁違いの予算を付けていくと、こう

そして、今回のこの改正案については、昨年秋

面もあったのかなと、こんなふうに思っています。

いうんですかね、いろいろ人員の整理等々厳しい

んなふうに感じていました。一方で、負の一面と

なくて全国的に私鉄も含めて伸びてきたなと、こ

どこ行っても汚いしと、こういうふうに思ってい

性がなくなってきたり、また金利も随分低下した

私も感じておりますし、また、新たな支援策も多

ると。

ましたが、そうした意味では、この分割・民営化

と、なかなか難しい状況がございます。同時に、

く含まれているということで、本当に高く評価が

民営化の評価と、そして今改正案が目指すことに

は劇的な効果があったというのは、これはもう事

ローカル線の維持も同様に、安全で確保するとい

ついてお聞かせをいただきたいと思います。

実だというふうに思っています。

できるんだろうと、こんなふうに思っています。

ですから、今回のこれは、年月は一定掛かるに

いと思います。

次に、第一期集中期間について三点お聞きした

うのは難しいと。

れ、鉄道サービスの信頼性や快速性が多くの面で

しても、経営自立を目指すということとローカル

効率的で責任のある経営ができる体制が整えら
大幅に向上して、特に、ＪＲ本州三社だけではな

交通体系について徹底的に行うと、こういうふう

ＪＲ北海道の第一期集中改革期間ではあるべき

とで、相当、国交省としても、局長始め各担当の

にしていますけれども、まず、どのような検討が

線の維持といった課題をクリアしていくというこ

は、国鉄改革の所期の目的を果たしたというのは

課長も腹を据えて作り込んだ法案だというふうに

されたのか、次に、住民からの反応というのはど

くてＪＲ九州も完全民営化されると、ある意味で
まさにプラスの面だと思います。

自覚をしております。

のようなものがあったのか、さらには、この第二

ただ、もう一つは、課題として、この本案に係

○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。
実は私は、地域の公共交通機関に入社したのが

ますけれども、この第一期と第二期の異なる点に

期集中改革期間というのは令和三年度からであり

るあれですが、ＪＲ二島貨物会社についてという

一九八六年ですから、まさにこの国鉄が民営化す

ことでございます。
北海道の関連の皆さんとお会いしたときに、大

ついてお答えをいただきたいと思います。

平成三十年七月に国土交通省よりＪＲ北海道に

るときだったものですから少しは記憶にあるんで
今大臣がおっしゃられたように、住民のニーズ

発出いたしました監督命令におきまして、経営改

変国鉄民営化については否定的で、北海道はもう
けられたと。私、結構ショックを受けまして、国

に合ったダイヤ等々が作られて、バブル期という

善に向けた取組の一つとして事業範囲の見直しを

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

鉄民営化というのは本当にうまくいった事例だと

こともあったんでしょうけれども、輸送人員が全

進めることといたしております。

すけれども。

いうふうに思っていましたが、そうしたことを本

国的に、国鉄だけじゃなくて、ＪＲさんだけじゃ

非常に全部、何というか、マイナスの方を押し付

当に切実に思われている方というのもいらっしゃ
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その見直しの中で、利用が少なく鉄道を持続的

いくことができた旨の評価をいただいているとこ

ＪＲ北海道におきましては、これまで、人材投

ました。

集中期間に分けてその取組を進めることといたし

年間の第一期集中改革期間と後半三年間の第二期

ることを踏まえまして、これを挟む形で、前半二

る支援の期限が今年度末、令和二年度末に到来す

すが、国鉄債務等処理法によるＪＲ北海道に対す

といたしまして今回提出させていただいておりま

につきまして五年間で集中的に改革を進めること

は集中改革期間の総括的な検証を行った上で、事

ども踏まえまして、最終年度である令和五年度に

いておりますこの支援の継続、新たな支援措置な

く取組を進めるとともに、今回提出させていただ

今後は、この新たなアクションプログラムに基づ

ムの策定が進められているところでございます。

検証結果を反映させた新たなアクションプログラ

間でございますが、現在、第一期集中改革期間の

次に、これから始まります第二期の集中改革期

務環境の厳しさや、処遇、将来への不安感などが

冬期の除雪作業や長大線区の線路保守といった勤

は百七十七名に上り、その要因といたしまして、

離職は年間百名を超え、令和二年度におきまして

ら令和二年度末の自己都合での十代から三十代の

具体的には、過去五年間、平成二十八年度末か

と同社から伺っております。

りましたが、毎年度の若手の離職が相次いでいる

した実習の充実を図るといった取組を行ってまい

区に研修センターを新築移転し、現場の状況に即

資策といたしまして、平成二十九年に札幌市手稲

まず、第一期集中改革期間につきましては、Ｊ

業の抜本的な改善方策について検討を行うことと

あるということでございます。

ろでございます。

Ｒ北海道と地域の関係者が一体となって線区ごと

いたしております。

に維持する仕組みの構築が必要ないわゆる黄線区

にアクションプログラムを策定し、利用促進やコ

れば、社員の令和元年度の平均給与は四百八十三

お尋ねの賃金につきましては、ＪＲ北海道によ

を通じました地域の声をよく聞いて、地域との連

万円、平均年齢は三十八・九歳となっております。

引き続き、国といたしましても、北海道運輸局

まして、昨年十二月の北海道の鉄道ネットワーク

携した取組を進めてまいりたいと考えております。

スト削減などの取組を進めてきたところでござい
に関する関係者会議におきまして、国、北海道、

まで十年間延長した上で、これまでにない充実し

今回、各社に対する支援の期限を令和十二年度

○森屋隆君 ありがとうございます。
次に、省力化、省人化についてお聞きをしたい

沿線自治体の間でこれまでのアクションプログラ
ムの取組状況を共有いたしております。

促進のための各種イベントを中止せざるを得ない

ス感染症の影響もあり、当初計画をしていた利用

もあります首長の皆様からは、新型コロナウイル

の離職状況、現在の賃金の状況、さらに、北海道

いてお尋ねをいたします。また、同社の過去五年

な形で人への投資がなされているのか、これにつ

ＪＲ北海道における人材の重要性と、どのよう

○森屋隆君 ありがとうございます。

ます。

を持って働いていただくことを期待いたしており

貢献し、若手社員の方々にも将来への希望や意欲

営ビジョンや中期経営計画等、将来像の具体化に

た内容といたしております。ＪＲ北海道の長期経

などの難しい面もあったものの、アクションプロ

における冬期労働の課題等について教えていただ

と思います。

グラムの策定及び実行を通じましてＪＲ北海道、

きたいと思います。

その際、会議に出席されました各線区の代表で

沿線市町村、各事業者、市民の方と連携を図り、

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

問題かと思いますし、本当に、北海道のＪＲの仲

若手がこれほど離職してしまうという、大きな

鉄路の維持、存続に向けて利用促進に取り組んで
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次に、経営自立に向けた不動産収入等について

ないのかもしれませんけど、その辺のところもし

ＪＲ北海道について、特に地方の公共交通みん

お伺いをいたします。先ほども少しあったかと思

談などの感染防止対策の徹底を改めて周知したと、

四万四千二百円だと、そんなようなことでなかな

なそうかと思いますけれども、人が足りないとい

います。

間の皆さんにお聞きしますと、十九年間、今春闘

か定着しないと。人材がやっぱりこれ重要なとこ

うことで、ＪＲ北海道については兼務する仕事が

コロナ感染の長期化により、ホテル業や不動産

っかり確認させていただきたかったと、こういう

ろ、ポイントになると、こういうふうに私思いま

多かったと、こういうふうに聞いております。そ

部門が大変苦戦をしています。十年後の不動産事

ＪＲ北海道からは報告を受けております。

すから、是非ともここにも力を入れていただきた

のことによってコロナが広がってしまったと、こ

業に影響がないんだろうかなと、十年ですからそ

のちょうど時期ですけれども、ベアゼロだと、こ

いと、こういうふうに思うわけでございます。

ういうふうに聞いております。こういった点を見

の先のことは分からないのかもしれませんけれど

ふうに思っております。

次に、ＪＲ北海道社員のコロナ感染による大規

ても、やはり人材を必要なところに付けるという

も、影響がどうなるんだろうと。また、新幹線の

○森屋隆君 ありがとうございます。

模運休が先般ありました。その主な原因は何だっ

ことが大事なんだろうと、こういうふうに思いま

んなふうなこともお聞きします。高卒初任給で十

たのか、そして改善策についてお聞かせいただき

延伸に伴う不動産収入の概算、これはどういうふ

うな予定をしているのか。さらに、この不動産を

す。
次に、不動産関係について質問をさせていただ

たいと思います。
○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

とから、結果として、今月一日に三十一本の列車

出るまで運行に従事することができなくなったこ

ＰＣＲ検査を受けるよう指示があり、検査結果が

用していた運転士二十四名、車掌十三名に対して

安寮を使用しており、保健所から、当該施設を使

をいたしました。陽性者が社員寮であります倶知

室におきまして新型コロナウイルス陽性者が発生

減額は発生しないというふうに聞いております。

内、業務上起因の場合には自宅待機として賃金の

の場合は労働災害として申請をする、また、職場

○政府参考人（上原淳君） 職場内、業務上起因

金発生してやっていたということでしょうか。

いうことでよろしいでしょうか。無給ではなく賃

宅待機というのは、これは賃金が発生していたと

ちなみにですけど、このＰＣＲ検査あるいは自

おきましても、開発関連事業の拡大による事業構

また、ＪＲ北海道グループの長期経営ビジョンに

しての収益向上が不可欠であると考えております。

はなく、関連事業やグループ会社も含めた全体と

鉄道事業だけで経営を成り立たせるのは現実的で

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

ただきたいと思います。

含めたＪＲ北海道の収入構造、鉄道でどのぐらい、

を運休する事態が生じております。

○森屋隆君 済みません、ありがとうございます。

造の変革を一つ目の戦略の柱として掲げており、

きたいと思います。

コロナの感染経路については不明でございまし

今更なんですけれども、いろんな業種でこの扱

開発関連事業で二〇三一年度に一千二百億円の売

本年二月下旬に、ＪＲ北海道の倶知安保線管理

たが、社内でクラスターが発生したことに伴いま

いがまちまちだという声もちょっと聞こえますか

上げ、二〇一八年度八百億円の一・五倍を確保し、

この不動産でどのぐらい、割合も含めて教えてい

して、保健所の指導の下、マスクの着用、手洗い、

ら、労働組合等々があるところはそういうことは

ＪＲ北海道におきましては、経営自立に向けて、

手指の消毒、換気の実施、体調不良時の報告、相
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ていくこととしております。

グループ全体の連結での経常利益の黒字化を図っ
いまして、そのバランスもやっぱり重要なんだろ

とに私はなるんだろうと、こんなふうにも思って

産の方が多くなると結局何の会社なんだというこ

んなふうに思っています。

主体的に責任を持って役割分担を考えるべき、こ

体系、ここについては国や地方公共団体がやはり

このうち不動産部門につきましては、二〇三一
十一億円の一・五倍とし、ＪＲ北海道グループの

ましたので、計画変更のことという話ですけれど

そして、先ほどこれは鉢呂先生の方からもあり

これが本当に鮮明になったんだと思います。した

交通、本当に交通弱者の方々に必要な移動手段、

で減便、廃止が多く起こっております。地域公共

さらに、今回のコロナで、特に公共交通、全国

セグメント別売上高で約一五％を占めることを目

も、これも、大臣がこれから調整していくことだ

がって、この十年後の経営自立という目標も含め

うと、こんなふうに思います。

指しております。この目標達成に向けた中核プロ

というお話もありましたので、ここは割愛させて

年度の売上目標を四百億円、二〇一八年度二百六

ジェクトとして、御指摘のとおり、現在、十年後

て、もっと大局に立った議論展開がなされるべき

だと、私はこのように思っているんですけれども、

いただきたいと思います。
次に、経営の在り方と持続可能な交通体系の区

の北海道新幹線の札幌延伸に向けた開業を目指し
た札幌駅前の新ＪＲタワー建設の検討が進められ

今回のこの支援策については、私は評価してい

になると、今御指摘のような難しい点があるとい

こと自体が、非常に突き詰めていくと厳しい状況

御見解をいただきたいと思います。

ることが不可欠でございますので、私どもとして

るんです。そして、ＪＲの経営の在り方、この持

うふうに私も思っております。

分についてお聞きをしたいと思います。通告は細

も、関連事業を含めた支援を行うことで経営基盤

続可能な交通体系の在り方、ここは、これまでの

ですから、決してＪＲ北海道に全て全部やって

ているところでございます。

の強化を図ってまいりたいと考えております。

衆議院の委員会あるいは先ほどの岩本先生、鉢呂

もらうというような話ではありませんし、ややも

○国務大臣（赤羽一嘉君） 公共交通機関を担っ

○森屋隆君 ありがとうございます。

先生の質問のやり取りもあったんですけれども、

すると、採算が取れなければ路線を廃線するとか

かくさせていただいていると思いますので、少し

一五％ということで、やっぱりそこでしっかり

私も、ここは、今、持続可能な交通体系の在り方

コストカットするとかという、そういうことに行

ＪＲ北海道につきましては、将来にわたって厳

補っていけるような状況ができればと思いますし、

とＪＲが経営していくべきというところは、今回

くと余りいいことがないと思っております。

ているのはほとんど民間事業者であって、民間事

大臣が常日頃おっしゃっていますけど、今までは

のコロナがあったのも大きいと思うんですけれど

ですけど、他方で、私、今回この大臣というこ

割愛をして、もう質問のところから直接入りたい

こういった企業だったけれども企業の内容が変わ

も、区別して考えるべく局面に来ているんだろう

とで北海道に行くたびに、例えば道東地区って初

しい経営環境が見込まれる中で、鉄道事業以外の

ってもという話がよく言われますけれども、私も、

と、こういうふうに強く思います。具体的には、

めて行ったんですけれども、釧路って天候がいい

業者の方々に公共の役割をお願いしているという

一部そうだと思っているんです。しかしながら、

事業領域についてはＪＲが経営の責任を持てる範

なとびっくりして、歌の題名が、いろいろ聞いた

と思います。

やはり一方で、大臣は、鉄道が果たす役割、これ

囲内にしていき、そして、やはり持続可能な交通

関連事業を充実させることによって経営改善を図

重要だということを言っていますから、余り不動
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ます。

展ができるのではないかというふうに思っており

す。そうした中で随分解決ができる、前向きな発

てもらわないと数字も達成できないと思っていま

幌の道東地区一つ取っても、相当大きな飛躍をし

二〇三〇年の観光立国の目標を考えたときに、札

のは、非常にもう観光資源の宝庫だと思いますし、

しれませんが、観光資源をどう仕掛けるかという

うか、素人の私が言うので当てにはならないかも

と聞くとでは全然違うと。相当、私の直感でとい

地名もほとんど初めて行って、やっぱり実際見る

ります。

ので、逃げずにしっかりやろうと、こう思ってお

国の大きなテーマだというふうに思っております

らうけれども、国と地方はそれぞれ、このことは

るというんじゃなくて、ＪＲもしっかりやっても

えになっていないかもしれませんが、ＪＲに任せ

で、そうしたことも含めて、ちょっと直接のお答

というのは本当に大変な事態だと思っていますの

勤がないみたいなことで随分技術者が流れている

し上げました。地方の役所の方が待遇もいいし転

我々の、私のある意味では目標だというふうに申

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

か、お答えをいただきたいと思います。

す。この鉄道関係についてどのように捉えている

地方のローカル線、大変厳しい状況になっていま

ＪＲさんでも、西日本のローカル線あるいは中国

ですから厳しい状況があります。このローカル線、

が多いわけでありますけれども、軒並みこの状況

りレジャー、こういったものを行っているところ

沿線開発が中心で、ホテルだったり百貨店だった

私鉄大手、先ほど大臣からもありました。私鉄は

都市鉄道、地方鉄道含めてですけれども、特に

鉄道は経済活動を下支えするエッセンシャルサ

ービスでございますが、新型コロナウイルス感染

○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。
実は、次に、二〇一七年二月八日の衆議院の予

ただ、ややもすると、今までは地域交通という
のは地域の責任だと、もっと地方自治体がちゃん

の当時の麻生財務大臣とのやり取りについてお伺

まず、都市鉄道を運営をいたしております大手

拡大の影響により利用者が大幅に減少し、厳しい

すが、これだけ人口が減って高齢化しているとこ

いしたかったんですけど、今の大臣の答弁の中に

私鉄におきましては、昨年五月には前年同月比で

算委員会で北海道選出の松木けんこう衆議院議員

ろに、税源も限られている自治体ができることっ

やはりこの分割・民営化についてのこれまでの見

三〇％から五〇％減少した事業者が十六社中十四

と責任持ってというような傾向があったと思いま

てやっぱり相当限られていると私は思っておりま

解と、そして今後向かっていくお話がされたもの

社、約八八％と大宗を占めておりましたところ、

状況に直面をいたしております。

して、そこは、仕掛けとかサポートというのはや

ですから、ここはちょっと割愛をさせていただき
次に、若干質問を変えて、二十一日に緊急事態

っぱり国は一体となってやらなければいけないと
ですから、国と、まさに地方創生ですからやは

宣言が解除されたわけですけれども、少しまた今、

また、地域鉄道におきましては、昨年五月に五

本年の一昨年同月比で一〇％から三〇％、四月に

り地元自治体と、そして事業者のＪＲ各社、その

リバウンド的な状況が起こっています。若干心配

〇から七〇％減少した事業者が九十二社中四十社、

たいと思います。

中の職員の皆さんも、私、この前ＪＲの社長にこ

な面もありますので、コロナ禍による公共交通の

約四三％と高い比率を占めていたところ、本年四

いうふうに思います。

の報告をしたときに、遠慮しないで給与の希望も

状況について、少しモードごとにお聞きをしたい

月の見込みでは、一昨年同月比で一〇から三〇％

おいて減少すると見込む事業者は十一社中八社、

入れた方がいいと、やはりＪＲ北海道は北海道で

と思います。

七三％ということになっております。

一番すばらしい企業だと言っていただけるのが
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ます。

四割から六割が減便しているという数字がござい

は、高速バスは平均して前の年度と比べまして約

日本バス協会を通じて実施したサンプル調査で

ますので、そういうのを活用しながら支援してま

術を活用した感染症対策などのメニューもござい

あと実証運行に対する支援、あと、直近では新技

バス事業につきましても、車内の感染防止策とか、

本年度の第二次、あと第三次補正予算で、高速

減少すると見込む事業者が八十九社中五十三社、

国の地方運輸局を通じまして鉄道事業者の経営状
○森屋隆君 ありがとうございます。

おります。

営に向けてしっかり対応してまいりたいと考えて

大の状況を注視しながら、持続的な鉄道事業の運

するなど、引き続き、新型コロナウイルス感染拡

機管理融資を活用して鉄道事業者の経営を下支え

業持続化給付金、さらには日本政策投資銀行の危

是非、この高速バス、一回なくしてしまうと私は

いきたいという、こういう思いもありますから、

いる。大臣も、地方の主要都市にバスタも造って

いうことで、走っていない、あるいは廃止をして

わけでありますけれども、もうまるきり今ないと

だったりサラリーマンの方が利用が、固定客いた

本当に、高速バスは、ある一定程度、学生さん

昨年の二月から今年の二月までの数字を見てみま

○政府参考人（秡川直也君） コロナが始まった

産あるいは廃業、この状況どうでしょうか。

バスもほぼ動いていません。この貸切りバスの倒

貸切りバスも同様かと思います。一年間貸切り

す。

○森屋隆君 是非よろしくお願いしたいと思いま

こうしたことに対応しまして、具体的には、全

約五九％となっております。

況をきめ細かく把握し、雇用調整助成金、中小企

○森屋隆君 どうもありがとうございます。

本当にこれもったいないなと、こういうふうに思

いりたいというふうに考えております。

本当に厳しい状況でありますから、何とかこの

すと、二百五十七社が事業廃止の届出をいただい

るという数字がございます。

ていると、昨年に比べますと約百社程度増えてい

いますので、よろしくお願いしたいと思います。
ます私は支援をお願いしたいんです。

そんな中で、是非早急に、この高速バスに対し

下支えをしていただきたい、こういうふうに思っ
ております。
次に、路線バスの関係について質問させていた

構でございますので教えていただきたいと思いま

様でございます。ここの状況について、数字で結

況になっております。あと空港連絡線、これも同

ども、更に厳しいのが高速バス、ここが大変な状

バスの減便あるいは廃止が続いておりますけれ

求めたいところですけれども、局長、どうでしょ

な要望が上がってきております。是非ここは強く

この高速バスが抜け落ちていると、こういうふう

割と支援をしていただいているんですけれども、

移動手段という、バスということで議会の方でも

生臨時交付金、これが路線バスには、我が地域の

ってこの貸切りバス等々が利用できないか、地域

と思います。

すから、是非是非ここに力を入れていただきたい

ないんだと、こういう力強い答弁いただいていま

ます。是非、大臣、当時、一社でも私は潰したく

数字だけ見ても大変な状況がお分かりかと思い

○森屋隆君 ありがとうございます。

す。

うか。

によっては声が出ているところもあるかと思いま

実は、国が用意していただいております地方創

○政府参考人（秡川直也君） 高速バスですが、

○政府参考人（秡川直也君） 高速バスに対する

す。状況について教えていただきたいと思います。

だきたいと思います。

御指摘のとおり、コロナによる移動の自粛等があ

支援は非常に重要だというふうに思っております。

そんな中で、私は、ワクチンが接種するに当た

りまして、非常に輸送需要が落ち込んでおります。

- 16 -

国土交通
令和３年３月２５日

運輸局の支局ごとに設置しまして、厚生労働省を

用に関しての相談を一元的に受ける窓口を各地方

います。

していただけるんじゃないかというふうに思って

力も非常に優れているということで、大きく貢献

してですけれども、貸切りバス、機動性も換気能

○政府参考人（秡川直也君） ワクチン接種に関

一の補助ということで、三次補正からメニューに

した空気清浄機と、あとモニターですね、二分の

○政府参考人（秡川直也君） 御指摘いただきま

だきたいと思います。

の支援あるいは自治体の支援があれば教えていた

ていると思うんですけれども、それについての国

感染に対して大変有効だということで導入がされ

有効だということで、空気清浄機がこのコロナの

また、タクシーについてでありますけれども、

最後になります。

で結構でございます。

ないようにお願いしたいと思います。これは要望

域の公共交通を守るための支援が、この温度差が

をしていただく中で、地域の感染防止あるいは地

ら是非横展開をしていただいて、そして情報発信

えます。これについても、引き続き国交省の方か

うことで頑張っていただいているところの声聞こ

それぞれの地域で地域の公共交通を守ろうとい

国交省では、地方自治体から貸切りバス等の活

通じて全国の自治体に周知をさせていただいてお

実は、赤羽国交大臣、今日この委員会、インタ

ーネットで交通運輸の皆さんあるいは家族がみん

入れさせていただきました。
二分の一補助なんですけれども、残りの負担も

ります。今後とも、要望を踏まえながらしっかり
対応してまいりたいというふうに考えております。

大臣が昨年、一昨年ですね、二〇一九年の十九

な見ているんです。

タクシーやバスの業界のトップの方と一緒に、都

号の台風で、上田交通あるいは阿武隈急行、箱根

あるということなので、各地方運輸局長が地元の

また、昨年から、感染対策に対する予算も大変

道府県において臨時交付金を活用していただける

○森屋隆君 ありがとうございます。
多く付けていただきました。アクリル板の設置

各県からもいい反応をいただいていますので、

人と行かせていただいて、大臣ができることは何

で、陳情に大臣室に行かせていただいて、現地の

登山、バス、もういろいろ本当に被害を受けた中

○政府参考人（秡川直也君） バスへのアクリル

そこの合わせ技で対応してまいりたいというふう

でもやるぞと、こういう力強いお言葉をいただい

ように、一緒にお願いをして回っております。

板等の設置も補正予算の対象にさせていただいて

に思っております。

て、復旧復興に向かって現場の仲間が本当に頑張

等々、この辺のところはどうなっていますか。

おります。

○森屋隆君 ありがとうございます。是非よろし

ってきました。おかげさまで、三月の二十八日だ

実績を見てみますと、今までも、乗合バス、高

くお願いしたいと思います。

す。三次補正でも同じメニューございますので、

にこれを活用していただいているところでありま

ていないタクシーもあるようにお聞きしておりま

にお金を使うことができなくてまだ感染防止でき

また、タクシーで、なかなか感染防止に、そこ

○森屋隆君 上田交通も全面開通したということ

おりますので。

○委員長（江崎孝君） 森屋委員、時間が参って

速バスで約四百二十社、貸切りバスでは千二百社

引き続き御要望を踏まえてやっていきたいという

す。ここについてもよろしくお願いしたいと思い

と思いますけれども……

ふうに思います。

であります。

最後、大臣、今コロナで苦しんでいる交通運輸

ます。
次に、もう時間ありませんけれども、一点。

○森屋隆君 ありがとうございます。本当にいろ
んな面で支援をいただいております。
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ての使命と責任を果たしていただいていることに

だいている、まさにエッセンシャルサービスとし

て大変お客さんが少ない中で路線を維持していた

変大きなものを抱えながら、また、需要も激減し

場では感染のリスクとそれに対する不安という大

皆様方は、この新型コロナウイルス禍の中で、現

○国務大臣（赤羽一嘉君） 公共交通機関で働く

か。よろしくお願いします。

加とコスト削減に取り組み、徹底した経営努力と

改革期間として、経営の自立化を目指した収益増

ともに、二〇二〇年度までの二年間を第一期集中

なる監督命令が出され、約四百億円の財政支援と

し、経営改善に向けた取組を着実に進めるよう更

二〇一八年には、国土交通省からＪＲ北海道に対

業体質の改善に取り組んでまいりました。その後、

ら監督命令が出され、事実上国の監視下の下で企

重なる不祥事の発生がもととなりまして国交省か

いきたいと思いますが、ＪＲ北海道は、過去、度

まず、ＪＲ北海道への支援について確認をして

経営改善を進めてきました。

画及び事業計画を策定、公表し、これらに基づく

二〇一九年四月に長期経営ビジョン、中期経営計

国土交通省が発出いたしました監督命令に基づき、

ＪＲ北海道におきましては、二〇一八年七月に

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

確認をしたいと思います。

いて国交省はどのような支援を考えているのか、

に、地元負担を前提とする八線区の支援方法につ

省はどのように評価をしているのかを伺うととも

日に至る経営改善に向けた取組について国土交通

鉄道局長が出席しておりますが、ＪＲ北海道の今

の仲間の皆さんに一言お願いできませんでしょう

心から感謝を申し上げたいと思います。

経営合理化を行いながら今日に至っているわけで

一番重要な社会インフラの基盤でありますから、
ここが倒れてしまっては地方の創生も経済の復興

ございます。

これまでも、快速エアポートの増便による新千

もないというふうに思っておりますので、しっか

○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。終わ

も引き続き取り組んでまいりたいと思います。

九年四月に廃止、また、札沼線の一部区間も二〇

十三区間のうち、既に石勝線の一部区間を二〇一

独では路線維持が困難であると発表された十路線

鉄道局が一体となり、具体的な数値目標を設け、

り組んできており、ＪＲ北海道と鉄道・運輸機構、

線工事の効率化等によるコスト削減に精力的に取

る収益拡大、あるいは資材調達コストの低減、保

歳空港のアクセス改善、ホテル事業の拡大等によ

ります。

二〇年五月に廃止し、さらに、来週四月一日には

経営改善の進捗状況について四半期ごとに検証を

中でも、経営合理化の観点では、ＪＲ北海道単

─────────────

日高線鵡川―様似間が廃止される予定となってお

りできることは必ずやっていくという決意で今後

○委員長（江崎孝君） この際、委員の異動につ

行ってきたところでございます。

新型コロナウイルス感染拡大の影響は大きいも

りますが、他方、残る路線維持困難区間のうち地
元負担を前提として存続方針が示されている八線

りまして目標値を達成しているなど、ＪＲ北海道

のの、例えばコスト削減につきましては、汎用品
そこで、国土交通省にお伺いいたしますが、北

における経営改善の着実な進展を確認いたしてお

区の支援方法については、不透明な状態が続いて

海道の鉄道ネットワークに関する関係者会議が昨

ります。

の底値購買の徹底、電気契約等の見直しなどによ

年十二月に北海道庁で開催をされ、国交省からも

おります。

いて御報告いたします。
本日、鉢呂吉雄君が委員を辞任され、その補欠
として熊谷裕人君が選任されました。
─────────────
○杉武君 公明党の杉武でございます。
本日は、ＪＲ二島支援法を中心に質問をしてま
いりたいと思います。
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に出席をいたしまして北海道庁や沿線自治体から

の北海道の鉄道ネットワークに関する関係者会議

状況につきまして、御指摘のとおり、昨年十二月

北海道と地域が協働したアクションプランの進捗

また、御指摘の黄色線区につきましては、ＪＲ

いと思います。

しい経営を強いられていると言っても過言ではな

四国でございまして、ＪＲグループの中で最も厳

ＪＲ北海道にも増して経営基盤が危ういのがＪＲ

ローズアップされるのがＪＲ北海道でありますが、

思いますが、ＪＲの経営問題といいますと常にク

必要となってまいりました。

十年以上が経過をいたしまして、大規模な更新が

を誇ります本四備讃線も、瀬戸大橋の完成から三

ます。また、ＪＲ四国の中で際立って高い旅客量

ンフラ整備や更新といった難題が待ち構えており

こうした検証を踏まえまして、国、地域、ＪＲ

たしております。

着実に積み重ねていただいたということを確認い

なケースも少なくなかったものの、できることを

響によってイベントの中止を余儀なくされたよう

利便性の向上に加えて、経費削減や用地売却、鉄

新鋭の振り子車両の投入による高速化や積極的な

を行っていただいておりまして、鉄道の電化や最

会社であると言っていいほどの最大限の経営努力

以来、ＪＲの中で最も経営改革を行い続けてきた

にもかかわらず、ＪＲ四国では、分割・民営化

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

を伺いたいと思います。

ＪＲ四国の基本的認識について、国交省の御見解

ＪＲ旅客会社の中における特に経営環境が厳しい

用負担のスキームについて確認をするとともに、

構が負担をすることとなっておりますが、改修費

法改正で本四備讃線の大規模改修は鉄道・運輸機

そこで、国交省に確認をいたしますが、今般の

の説明を受け、新型コロナウイルス感染拡大の影

北海道が結束した新しい黄色線区支援といたしま

道事業以外での収益拡大と、地域に根差した基幹

口減少や高速道路ネットワークの発達等を背景と

して、北海道の第三セクター会社、北海道高速鉄

い努力をいただき、およそ考え得る限りの効率化

いたしまして旅客需要が低迷しております。ＪＲ

委員御指摘のとおり、四国におきましては、人

に無償で貸し付けることとし、車両導入に係る経

を進めていただいておりますが、残念ながら、Ｊ

四国は、国鉄末期の鉄道運輸収入を維持できない

公共交通機関としての使命を全うすべく涙ぐまし

費等につきまして、北海道庁による補助と鉄道・

Ｒ発足後も輸送量は減少し続けております。

道開発株式会社が観光列車を保有し、ＪＲ北海道

運輸機構による助成を協調して行うことを考えて
○杉武君 北海道が持ちます観光のポテンシャ

ルの問題ではなく、四国の人口そのものが減少し

高速道路網が整備されたからだとかといったレベ

がたり列車を始めとしました観光列車やアンパン

こうした中で、ＪＲ四国におきましては、もの

状況となっておりまして、今後も厳しい状況が続

ルや北海道新幹線の札幌延伸、さらには中核都市

続けているために、大量輸送というニーズがあっ

マン列車の運行による利用促進、新型特急車両の

こうした現状は、単に企業努力が足りないとか

間の交流人口の増加など、今般の支援継続と相ま

て初めて成り立つ鉄道事業の前提そのものが崩れ

投入やローカル車両の新製による利便性、快適性

おります。

ってＪＲ北海道の企業価値が更に高まるよう、国

かかってしまっている、このような状態にあると

くことが見込まれております。

交省には引き続きＪＲ北海道への経営支援を行っ

運行の効率化といったコスト削減に資する取組を

の向上を図るとともに、列車のワンマン化による
このような大変厳しい経営環境に加えて、ＪＲ

進め、経営努力を行ってきたものと承知をいたし

考えております。
四国では、他の鉄道事業者と同様、老朽化したイ

ていただきたいというふうに思います。
次に、ＪＲ四国について伺います。
ＪＲ四国への支援については、確認をしたいと

- 19 -

国土交通
令和３年３月２５日

讃線を含む本四連絡橋は、日本高速道路保有・債

る極めて重要な路線でございますが、この本四備

備讃線はＪＲ四国にとって収益の柱ともなってい

また、御指摘の本州と四国を鉄道でつなぐ本四

題に起因した経営問題は、経営努力を超えた構造

はるかに大きく深刻であって、こうした国家的課

ものが毎年確実に落ちているというマクロの方が

我が国の人口減少によって我が国の鉄道需要その

うなミクロの話ではなく、問題としては、むしろ

速道路網の整備で鉄道需要がなくなったというよ

そこで、大臣にお伺いいたしますが、赤羽大臣

ではないかと、このようにも考えます。

り方についていま一度検討するときが来ているの

の均衡ある発展という基本理念の下での鉄道の在

りますので、国土の将来展望と課題から見た国土

他方、我が国は国土の均衡ある発展を標榜してお

ております。

務返済機構が施設保有者となっておりまして、Ｊ

には、何度も北海道や四国へ出張され、ＪＲ北海

線の関係者とも直接意見交換をされておられます

的な問題であり、ＪＲ北海道や四国の手に負える
もちろん、ＪＲ北海道も四国も、企業である以

が、今後人口減少が進む我が国において、ＪＲ北

Ｒ四国が鉄道関係部分などの維持管理の費用を負
委員御指摘のとおり、本四備讃線は、開業から

上、環境の変化に対応した経営努力を行っていた

海道やＪＲ四国のあるべき姿、そして今後の支援

道や四国の利用実態を確認いただきながらＪＲ沿

三十年以上が経過し、鉄道施設を含む連絡橋の老

だいておりますが、そもそも分割・民営化後もこ

の在り方についてどのようにお考えか、大臣の率

ような話ではないということであります。

朽化が進んでおり、今後、鉄道関係部分などの大

のような状態にあることが分かった上でＪＲを発

担してまいりました。

規模な改修工事として年間約二十億円程度の費用

直な御見解を伺いたいと思います。

問でございまして、にわかに答えるのは難しいん

足している以上は、分割を主導した国が永久にそ
確認をしておく必要があると思います。ＪＲ発足

ですが、一つは、ＪＲ四国とＪＲ北海道は全く環

が見込まれますが、経営状況が厳しいＪＲ四国に

から三十年以上たって、若い世代では国鉄という

境が、置かれた状況が違う、しかし、経営の結果

○国務大臣（赤羽一嘉君） これ、大変難しい質

そこで、ＪＲ四国が負担することとなる本四連

言葉を知らない方も多いと聞きますので、政府は、

としては大変両社とも苦戦していると。

の責任を負う必要があるのだということを改めて

絡橋の鉄道関係部分の更新費用等につきましては、

ＪＲの支援継続については常に国民に対して説明

とって非常に大きな負担となり、経営を圧迫する

今後はＪＲ四国に代わって鉄道・運輸機構が本四

をし、理解と支持を得る必要があると考えており

○杉武君 ＪＲ北海道と四国は、規模こそ小さ

でございます。

だけの需要が存在する地域で運営する必要がござ

るといった特性を発揮するためには、採算に合う

で環境への負荷が少なく、省エネで大量輸送でき

その上で、鉄道の特性である安全で時間が正確

かなか公共交通機関としてはできない、そこの部

トみたいな話は、そこは突き進んでいくことはな

そこで、その中で当然、何というか、コストカッ

か、何か原因がクリアにあるはずだと思うんです。

っているなんという話じゃなくて、企業の衰退と

公認会計士を雇って、これ、素人がイメージで言

いですが、国鉄末期の課題を今日まで継承し続け

いますので、鉄道の特性を発揮できる路線に選択

分は、交流人口や関係人口を増やしていかないと

ことが懸念されております。

連絡橋の施設保有者である返済機構に支払うこと

ます。

私は、まず、その分析、杉さんのような優秀な

とし、本法案においてそのための仕組みを設け、

ているがゆえの苦しみに耐えているわけでありま

と集中を行うことは自明の理ではございますが、

ＪＲ四国の負担軽減を図ることとしているところ

す。それは、先ほども申し上げましたとおり、高
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関わらなければいけないというふうに思っており

事ではなくて、言われるように国や地方自治体が

いけないということは、これはＪＲの負うべき仕

りませんが、そうしたことも、一つの新しい人口

ぜ徳島文理大学が高松の駅前にあるのかよく分か

られていますが、隣接で徳島文理大学という、な

生まれるかもしれませんし、高松も駅ビルを今造

ＪＲ北海道や四国と同様に鉄道・運輸機構が担っ

で行っておりますが、北陸新幹線の事業主体は、

現在、北陸新幹線の運用はＪＲ西日本と東日本

次に、北陸新幹線について伺いたいと思います。

ュアルな運行を担うということが第一義だと思い

大事なアクセスだということで、安全でパンクチ

に一気に行く前に、もう少し接続のいい、ですか

かと。よく整備新幹線の話出ますが、整備新幹線

あとは、やはり本州と四国の連結性をどうする

通省では、鉄道・運輸機構に対し業務改善命令が

ら一年以上遅れる事態となりました。既に国土交

金沢―敦賀間の工期が当初予定の二〇二三年春か

組織の管理体制や情報共有の不備などが重なり、

ます。

ます。

を呼び込んでというか、そういったことは大事だ

ております。その鉄道・運輸機構が昨年十一月、

ですから、ＪＲの使命は、しっかりと地域の生
と思いますし。

ますし、今民営化していない両社ですけど、分

ら、阪神間ですとか九州の人が気軽に四国に行く

活の足であり、また、加えて言えば観光における

割・民営化の中では、事業もしっかり身の丈に合

理・監督室も設置し、対策を講じていると、この

出され、官房長就任から僅か半年足らずの水嶋官

地方創生というのは、なかなか本当はやっぱり投

ように伺っております。

という、その潜在需要というのは物すごく大きい

資があってこそ花が咲くというふうに思いますの

そこで、国交省に質問いたしますが、今回の延

った事業をしながら採算も取っていくということ

ければいけないと思いますし、ＪＲ四国の社長か

で、そこを全部ＪＲがやるなんということはとて

伸延期の原因についてどのように分析をされてい

房長を本年一月六日付けで鉄道・運輸機構の副理

会長とのお話の中で、大学がリモートの授業にな

も無理だと思いますから、そうしたことはしっか

るのか確認するとともに、二十三日に鉄道・運輸

と思いますし、北海道も同じようなことで、先ほ

ったので、パソコンを持って四国をずっと動いて

り役割分担を明確にしながら、結論は、非常に大

機構の理事長人事が閣議で了解をされ、明日にも

だろうというふうに思っております。

いる学生というのがすごく数字として表れている

事な公共交通機関としての、公共インフラである

赤羽大臣より新理事長を任命すると伺っておりま

事長に充てるという大変異例な人事が行われまし

というんですね。駅のホームでパソコンを開いて

公共交通機関をしっかり守っていこうと、こう考

すが、鉄道・運輸機構の新体制を受け、機構の改

ど申し上げたとおりなんですが、国がサポートす

授業時間だけ受けていると、そういう話で、余り

えております。

革を進めるための国交省としてどのように関与し

ただ、私、このコロナ禍における社会の変化と

ばかにならない結構数字が出ているんだと。

○杉武君 大臣、率直な御意見をいただいて、

ていくのか、併せて確認をしたいと思います。

て、あわせて、国交省内には鉄道・運輸機構の監

実は旅をしながらの教育というのは、教育の専門

本当にありがとうございます。しっかりと我々政

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

べき、そしてやはり専門家を登用して、やっぱり

家もいらっしゃるかもしれませんが、そうしたこ

治家の側も支援に向けて取り組んでいきたいと、

北陸新幹線金沢―敦賀間につきましては、沿線

いうのは大変大きな一つのきっかけにしていかな

とというのを肯定的に捉えていくという時代にな

継続的に取り組んでまいりたいというふうに思い

私、そういうことというのは、教育の面でも、

るかもしれないと、そうしたことで新しい需要も
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また、鉄道・運輸機構の新理事長につきまして

社に悪影響が出ておりますので、その点について

伴い、北陸新幹線の並行在来線を準備している会

その上で、今回の延伸延期、延伸時期の延期に

望み準備を進めておられる中で、工期の遅延、工
は、二十三日の閣議で了解され、二十六日に国土

確認をしたいと思います。

ざいます。

事費の増加に至ったことは極めて遺憾であります。

交通大臣により任命される予定と承知しておりま

地域において大変多くの方々が完成、開業を待ち

本件につきましては、国土交通省において外部

るにもかかわらず、工事契約の主体である鉄道・

検証や原因究明等を行った結果、工期が遅れてい

他の公共事業の取組のうち新幹線整備に導入可能

告書を取りまとめることとしておりまして、現在、

先日の検証委員会では、本年夏を目途に最終報

車の輸送密度は、石川県内では一日九千七百人、

日本から経営分離されますが、この区間の普通列

一・五キロと福井県内の七十九・二キロがＪＲ西

北陸新幹線が開通いたしますと、石川県内の五十

この北陸新幹線の延伸工事が完成し、敦賀まで

運輸機構の大阪支社は、目標となる完成・開業時

なもの等について御議論いただくとともに、再発

福井県内では一日五千百人もありまして、福井、

す。

期ありきの考え方に起因する甘い見通しの工期設

防止策について検討を進めていただいているとこ

有識者から成る検証委員会を設置し、事実関係の

定に基づいて開業に間に合うと本社に報告をして

石川両県の重要な足となっております。

この北陸の大動脈を守るために、石川県では、

ろでございます。
国土交通省といたしましても、最終報告書の内

す。また、福井県では、二年前から並行在来線の

ＩＲいしかわ鉄道が新幹線延伸後を見越して職員

るよう、鉄道・運輸機構をしっかりと指導してま

準備会社を立ち上げて、県と沿線の市町、民間で

容を踏まえ、新理事長の下で鉄道・運輸機構の組

いたこと、本社としても大阪支社からの情報をチ
ェックする機能が十分でなかったこと等の課題が
指摘されました。
から鉄道・運輸機構に対して業務改善命令を発出

いります。

出資金を捻出しながらプロパー社員を百人採用す

の採用を開始し、育成や研修を実施をしておりま

し、現在、鉄道・運輸機構において事業執行体制

○杉武君 今回の件につきまして、赤羽大臣は、

る計画で、昨年春には三十二人が入社し、来月に

織改革が着実に実行され、新幹線整備が進められ

の改善や本社のチェック機能の強化等が図られて

事態を重く受け止めて、再度同じようなことを起

これを踏まえまして、昨年十二月、国土交通省

いるところでございます。具体的には、大阪支社

では、収入がないままに、開業準備費五億二千万

は三十五人の入社が内定をしておりますが、今回
今回の北陸新幹線の延伸延期は、北陸経済の重

円に加え、経営計画の見直しや設備投資計画の変

こしてはならない、本当に決着を付けると、大変

とで事業執行体制の強化を図ること、工程や事業

い足かせにもなりかねず、誠に残念であると言わ

更で更に一億円以上の負担が発生する可能性があ

を廃止して北陸新幹線建設局を設置し、プロジェ

費の管理につきまして、外部有識者による助言を

ざるを得ません。鉄道・運輸機構の体質改善を厳

ると伺っております。

の開業遅れによって、福井の並行在来線準備会社

含め、本社のチェック機能を強化すること、関係

しく求めるとともに、今後の対策に万全を期して

な御覚悟を示されております。

自治体で構成する会議体を設置し、工事の進捗や

いただきながら、鉄道・運輸機構の信頼回復に向

クトオリエンテッドで地域密着型の組織とするこ

事業費の執行状況等について定期的、体系的な情

けて取り組んでいただきたいと思います。

な事態となっているのは明らかに延伸の延期が原

そこで、国交省に質問いたしますが、このよう

報共有を行うこと等に取り組んでいるところでご
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いては鉄道・運輸機構が全面的に補償してしかる

因でありますので、延期に伴う損失等の費用につ
りましたので、今日はここで終わらせていただき

質問させていただきたかったんですが、時間にな

非常に残念無念な思いをしておられると思います。

れぞれの経営者の努力が無になっているというか、

う状況に至り、危機的状況に陥っております。そ

そういう環境下の中で、今後も新型コロナウイ

ます。
ありがとうございました。

べきと考えますが、並行在来線を準備してきた会
社への支援についてどのように考えているか、見

クトチームから政府に対しまして、金沢―敦賀間

昨年十二月、与党整備新幹線建設推進プロジェ

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

ついてお聞きをしたいと思います。各先生方の今

北海道、四国の鉄道事業者に対するこの支援策に

もろに受け、収益がそれでなくても非常に厳しい

私は、新型コロナウイルスのこの感染の影響を

れるのか。赤羽大臣の強力な努力と支援によって

している事業者の経営支援にどう取り組んでいか

て、新型コロナウイルス感染の影響で収益が悪化

づく支援の内容はこれで十分と言えるのか。そし

い、立たない、そういう中で、今回の法改正に基

ルス感染症の収束が全く見通しがまだ立っていな

の完成・開業時期の遅延に伴い関係地方自治体等

までの質問と重複をするところがございますけれ

財政支援もしていただいているということは理解

○室井邦彦君 維新の会の室井邦彦です。

に生じる影響に対し、国土交通省始め政府全体で

ども、お許しをいただきたいと思います。

解を伺いたいと思います。

適切な支援措置を講じることの申入れがなされま

ＪＲ北海道では、令和元年度の第四・四半期か

をしております。その中で、大臣の御所見をお聞

した。これを受けまして、赤羽国土交通大臣より、

きをさせていただきたいと思います。

響が、公共交通機関に対する相当ダメージが深刻

ら新型コロナウイルス感染症の影響を受け、連結
て、令和二年度においても、コロナの影響が追い

だということは、もう何度も答弁しているとおり

開業遅延により事業の円滑な実施に直接支障が伴
機構から並行在来線会社への支援措置について関

打ちを掛け、三百四十七億円の赤字を計上する過

でございます。

○国務大臣（赤羽一嘉君） 今回のコロナ禍の影

係者と調整を行う旨の方針を表明いたしました。

去最悪の状態になったと聞いております。また、

ＪＲにつきましても、この今回の法改正の案と

経常利益、過去最大の百三十五億円の赤字、そし

現在、石川県、福井県それぞれの区間ごとに、

ＪＲ四国においても、令和二年二月から収益が大

うこととなる並行在来線については、鉄道・運輸

各県並行在来線会社、国土交通省、鉄道・運輸機

は別に、これまでも、雇用調整助成金ですとか日

だいて鉄道事業者の経営を下支えしていたり、こ

きく悪化し、連結経常利益は八十九億円の赤字と
この人口減少、また、共にモータリゼーション

れまでの貸付金の返還を、ちょっと今手元にあれ

構、ＪＲ西日本が参画する連絡調整会議を設置し、

の進展等により厳しい経営状況にあったこのＪＲ

ですが、猶予するなど、コロナの影響に対する対

本政策投資銀行等の危機管理融資を活用していた

○杉武君 しっかりと地元のその今準備してい

北海道及びＪＲ四国の経営改善に向けた取組や、

策としては取ってきたつもりでございます。

聞いております。

ただいている、携わっていただいている皆様のお

また、それぞれが経営自立に向けて努力をされて

そこはしかしまだ決着の付いたわけではござい

協議を行っているところであり、引き続き、具体

気持ちに応えるような形での支援をお願いしたい

おる、こういう状況の中でこのコロナの影響であ

ませんので、引き続き、その部分については注視

的な支援内容の調整を進めてまいります。

と思います。

ります。それぞれの経営努力が報われずにこうい

本来は、この後、大阪への延伸等についても御
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のＪＲ二島貨物会社の経営自立とローカル線の維

ことは機動的に対応するということと、別に、こ

ってやらせていただいておりますので、そうした

ただいて、これ各地方の運輸局、局長が責任を持

をしながら、ＪＲ各社ともお話をよく聞かせてい

聞きをしたいわけであります。

育成についてどのようにお考えなのか、ここでお

うに感じております。そこで、その人材の確保と

道、四国について非常に大切なことだと、このよ

というものが将来のこの鉄軌道の、こういう北海

いをいたしておりますが、今回の支援が各社の長

これまでにない規模の支援内容ということでお願

今回、先ほど大臣が答弁いたしましたように、

があるというふうに聞いております。

おります。その理由の一つに、将来に対する不安

の法改正をお願いしているということでございま

を通じた財政基盤を非常に強化をしていただいて

そしてＪＲ貨物の債務の圧縮、また、資本の増強

期待いたしております。

来への希望や意欲を持って働いていただくことを

の将来像の具体化に貢献し、若手社員の方々も将

期経営ビジョンや中期経営計画に示した経営自立

す。

おります。その資金繰りの円滑化を図るなど、経

また、具体的に、鉄道施設の整備の支援を通じ

今回のこの法改正では、ＪＲ北海道やＪＲ四国、

○室井邦彦君 よろしくお力添えを更にお願いを

営基盤を強化することがもちろん主眼であると理

まして老朽施設の更新が進むことにより、メンテ

持、こうした諸課題について相当踏み込んだ今回

申し上げたいと思います。

解をしております。今後、中長期的な視点に立っ

また、今回、関連事業についても支援の対象と

鉢呂先生がいらっしゃらないんですけれども、

ＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ貨物、多様な人材

しておりますが、多様な人材の確保、いろんな方

ナンスなど現場作業の効率化が図られることで現

また四国の問題、取り組んでさせていただきまし

の確保等の取組についてどのような支援を行おう

が働けるという意味でいうと、鉄道事業だけでは

て経営を考えたとき、多様な人材の確保や働き方

た。そういう中でそれぞれが、国も、そして現場

とされておるのか、将来に向かって、是非その点

なくてホテル業や飲食業にも私どもとして様々な

何もない春ですと言われないように、確かに、私

の方々も努力をしてきたわけでありますけれども、

もお聞かせをいただきたいと思います。

支援ができることによりまして、多様な人材が求

場社員の働き方改革にも資するのではないかと考

なかなか明るい話題、明るい春、そういう春が来

○政府参考人（上原淳君） ＪＲ二島貨物会社が

められる会社になってくるというふうに考えてお

の改革等もやはり経営基盤の強化につながるもの

ないというようなことについて、そしてまた、そ

経営自立を図っていく上で、会社を支えるのは一

ります。

も、十八年前、衆議院の頃に国土交通委員会に配

れだけの強力な財政援助いただきながら、コロナ

人一人の社員であり、多様な人材が活躍できる環

さらに、新たに今回出資による支援を行うこと

えております。

の関係でまた追い打ちを掛けていると、もう非常

境を整備し人材の確保を図ることは、教育、研修

としておりますが、その場合に、生産性向上に資

と理解をしております。

につらい思いをされておることを私も承知をして

の充実等による人材の育成を図っていくこと、重

属をされまして、この十八年間、このＪＲ北海道、

おります。是非お力添えを更にお願いを申し上げ

めやすくすることによって、安全性にも留意しな

する省人化、省力化のための設備投資を各社が進
しかしながら、ＪＲ北海道やＪＲ四国では、近

がら現場作業の機械化やＩＴ化を進め、労働環境

要な課題と認識いたしております。

次の質問に入りますが、経営基盤の強化に、今

年、若手の離職が相次いでいると各社から伺って

たいと思います。
後更にしていくために、やはり人材の確保と育成
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それでは、私の最後の質問になりますが、地球

是非よろしくお願いを申し上げたいと思います。

くり、国づくりは人づくりと言われております。

○室井邦彦君 どうぞよろしく、人づくりは国づ

の改善を図ってまいりたいと考えております。

おります。

ニュートラルの実現に寄与することが期待されて

フトの推進により政府を挙げて取り組むカーボン

御指摘のとおり、貨物鉄道輸送は、モーダルシ

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

のか、お聞きをいたします。

○室井邦彦君 終わります。

ります。

ネットワークの構築を図っていきたいと考えてお

これらを通じて鉄道貨物輸送による全国的な物流

係る無利子貸付けを行うことといたしております。

の改修費のＪＲ負担免除、ＪＲ貨物の設備投資に

温暖化対策に資するこの北海道と本州との物流網

供給基地であります。北海道における鉄道は、こ

北海道は我が国の最大の、御承知のとおり食料

林水産、畜産地である北海道においては、消費地

ておりますが、とりわけ我が国を代表する一大農

が全国ネットワークの貨物鉄道サービスを提供し

営自立への道のりも相当険しいものがあると。た

取り巻く環境というのは大変厳しくて、将来の経

今までるる話があったように、ＪＲ二島貨物を

○榛葉賀津也君 国民民主党・新緑風会の榛葉賀

の旅客輸送のみならず、北海道各地と全国を結ぶ

への安定、大量かつ環境負荷の低い輸送を行う上

だ、そのような中で、二島貨物に対しまして、経

こうした貨物鉄道輸送の担い手としてＪＲ貨物

ネットワークにより農産物を安定的に輸送する社

で、ＪＲ貨物による貨物鉄道輸送が重要な役割を

営の下支え、そして経営改革の推進のために、今

の構築についてお聞きをいたします。

会のインフラとして非常に重要な役割を担ってお

果たしていると認識をいたしております。

津也でございます。

ると理解をしております。
の場合、十トントラック約五十台分を一度に輸送

る支援として、木枕木のＰＣ枕木化、高架橋の耐

で二年間の支援の中でも、貨物列車走行区間に係

ざいます。

く感謝を申し上げ、我が党はこの法案に賛成でご

めとする国交省の皆さんに賜りました。心から厚

回、本当に力強い支援策を大臣並びに鉄道局を始

する高い労働生産性に加え、ＣＯの排出量がト

震補強、トンネル、橋梁の保全、軌道、土木構造

こうしたことから、ＪＲ北海道に対するこれま

ラック輸送と比べ約十一分の一と、こういう状況

物に係る修繕などの設備投資や修繕費への助成を

また、大量輸送が可能な貨物列車、二十両編成

であります。船舶輸送の約二分の一と非常に少な

行ってきたところでございます。

言した二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に

調整金制度の継続によりまして、ＪＲ貨物が並行

また、今回提案させていただいております貨物

このような力強い支援策などを通じて今経営の自

二島貨物はそれぞれ経営計画を持って、今回の

営の在り方について、まず冒頭、お伺いしたいと

それでは、鉄道を含めた公共交通の在り方と経

く、環境に優しく、そのような意味で、政府の宣
資する輸送手段であるというふうに大いに期待が

在来線会社に支払う線路使用料の安定的な確保を

立を目指しているところなんですけれども、ＪＲ

思います。

できるところであります。

図り、全国的なネットワークの構築を支えていき

そこで、食料供給基地の北海道と本州、全国各

貨物は我が国唯一の全国鉄道網を有する物流企業

い公共交通のネットワークでございますし、ＪＲ

北海道、ＪＲ四国はまさに地域になくてはならな
北海道と本州の物流の大動脈である青函トンネル

本法案によりましてこれらの支援の継続を図り、

たいと考えております。

地への持続的かつ安定的な物流の確保を図るとと
もに、地球温暖化対策に資する物流網の構築にど
う取り組んでいるのか、どのように見られておる
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域の、国民の暮らしを守るという社会的使命を持

他方で、二島貨物会社は、利益を度外視して地

す。

として地域の経済、日本の経済を支えてきていま

員と同様に、同じ重い質問で、にわかに明快に答

○国務大臣（赤羽一嘉君） これも、先ほど杉委

んですが、大臣の御認識をお伺いします。

り方をそろそろ整理をするべきではないかと思う

通機関、ＪＲ四国、ＪＲ北海道には活躍していた

を増やしながら、そこになくてはならない公共交

交流人口を増やす、観光立国としてそうしたもの

な結論じゃなくて、やっぱり関係人口を増やす、

公共交通機関を担わなきゃいけないという制約

だきたいと、そして人材の流れもつくっていただ

なければならないというのが現状なんです。経営

の中でいろいろなシナリオがあって、私は、やや

えられないんですが、いろいろなシナリオという

の安定化と黒字化だけを追求すれば不採算路線は

もすると、これまではどちらかというと赤字解消、

っているんですね。その十字架を背負いながら経

切ればいい、しかし、そうはいかないんですね。

コストカットという方向に行かざるを得なかった

今、室井議員からも話がございましたが、菅内

きたいと、そういうふうな思いで今回は法案を提

他方で、地域のために不採算路線を維持し続けれ

ところを、この流れは変えなければいけないと。

閣が二〇五〇年カーボンニュートラル、この環境

のはあると思うんですね。

ば完全民営化の道は遠のくと、こういう矛盾を抱

成功したいと、しなきゃいけないと思っています

時代においてこのＪＲ貨物というのは大変ポテン

営の自立を目指すという大変難解な方程式を解か

えているわけでございます。

が、やはり交流人口を増やす、関係人口を増やす

シャルがあって、このカーボンニュートラルの実

出させていただいたところです。

我々政治家も、御都合主義で地域の路線を維持

というのは国、地方自治体抱えでやりながら、Ｊ

り方が本当に将来持続可能な鉄道の在り方、維持、

力強い御支援を賜りました。ただ、こういったや

定基金とか様々な政策を打ち立てて、今回も大変

な様々なフレーム、例えば特例税制であるとか安

は大変難しい問題で、だからこそ、今までのよう

だと、この二つの矛盾をどう解決するかというの

お客さんも入っているし。北海道も、そういう意

ルで、西日本なんかより随分いいホテルだなと、

に泊まらせてもらっていますが、すばらしいホテ

すし、ＪＲ行くたびに、大体四国はＪＲのホテル

こに、不動産はいっぱいいいところを持っていま

しっかりやってもらうと。そして、でき得ればそ

Ｒの皆さんには鉄道事業者としての安全な運行を

したが、十トントラックおおむね六十五台分の輸

一本分の輸送力が、室井先生が五十台分と言いま

の排出量がトラックの約十分の一で、貨物列車

さに先ほど室井議員がおっしゃったように、ＣＯ

送が可能という、こういったメリットの中で、ま

環境に負荷が少ない、大量輸送、そして中距離輸

現に重要な役割を担うというふうに思っています。

についてお伺いします。

次に、我が国の物流における貨物鉄道の在り方

○榛葉賀津也君 ありがとうございます。

してくれと、早く経営改革して民営化どうするん

これに資するのかというと、そろそろ真剣に考え

送が可能だというふうに聞いています。

折しも、今、トラックドライバーが足りないん

味では、あの札幌の駅前のビル事業というのは非
常にうまくいっていると。

なければならないと思っています。
つまりは、繰り返しますけれども、二島貨物は

福岡、こういった大動脈を中心に全国の幹線鉄道

ですね。そのような中で、やっぱり札幌、東京、
ちょっと明確な答弁ではないんですけれども、私

網をどう維持確保していくかというのは大変重要

そうしたことはしっかりやってもらいながらも、

その点を鑑みた上で、民間企業としての経営の自

は、前向きにというか、どちらかというと悲観的

社会的使命の下、不採算部門を抱えざるを得ない、
立を目指す各社に対し、国と各自治体の支援の在
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トを考えた場合、まさに貨物鉄道がその中心にな

な問題でございますが、この物流のモーダルシフ
るのかと。このときのこうしたことも、それは地

長万部から南ですかね、この在来並行線をどうす

ときに青函トンネルの問題どうするのか、また、

と思うんです。

Ｒ貨物の関係者の御尽力に心から敬意を表したい

りも物流政策若しくは環境政策として大きく捉え

しては、カーボンニュートラルを二〇五〇年まで、

それは、おっしゃるように、オールジャパンと

また、今回の法案にも入っているんですけれども、

料を前提としてＪＲ貨物は運行を行っていると。

士のものでございますが、設定された路線の使用

他の旅客会社の線路を借りて運行しているという

てこれを支援していくことが大事だと思うんです

そういう意味ではモーダルシフトというのは非常

貨物調整金の制度、これも極めて重要な制度でご

元の意向と様々なことを勘案しながらいい解を出

ただ、ＪＲ貨物は自前で線路を持っていません。

らなければならないと思っています。
私は、このカーボンニュートラルの問題を考え

が、大臣はどうお考えでしょうか。

に優位性だというふうに思っておりますので、そ

ざいます。これらの制度はＪＲ貨物の完全民営化

ことですし、この路線使用料の契約は民間企業同

○国務大臣（赤羽一嘉君） ＪＲ貨物が持たれて

うしたことも勘案しながら適切な結論を導くべき

にとって大変重要なポイントになるんですけれど

さなければいけないんではないかと。

いるネットワークですとか資産は活用する方がよ

なんだろうなというふうに思っております。

も、ＪＲ貨物が今後完全民営化を果たすためには、

ると、この貨物鉄道の政策は、鉄道政策というよ

いと、当然だと思っております。

○榛葉賀津也君 私も、衆議院の荒井先生の質疑

路線使用料を始めとしたこれら様々な課題を整理

ただ、他方で、例えば、衆議院の国土交通委員

は議事録で拝見しました。

会で荒井委員から、大体、大学の授業を私が聞

れました。すごくそういう発想は全くなかったの

流通は全部船でやるべきだと、こういう提案をさ

そこから先の物流でトラックドライバーが確保で

いこと、そして、港から港まではいいですけど、

合、貨物との比較で圧倒的にＣＯの排出量が多

やり方とか、よく考えたなと、率直に言って。物

貨物の調整金の話ですとかアボイダブルコストの

○国務大臣（赤羽一嘉君） 今御紹介いただいた

見解をお伺いします。

する必要があると思うんですけれども、大臣の御

でびっくりしたんですが、例えば生乳なんかは、

きるかというと、それは非現実的だと思うんです

すごくうまくというか、よくこういう知恵を出し

他方、船でカーボンニュートラル、ＣＯの場

牛乳の生乳は、釧路ですとか苫小牧かな、毎日の

ね。今あるアセットの鉄道貨物を最大限利用して

たなと、大変先人の知恵に驚嘆するばかりであり

いているみたいなやり取りなんですが、農産物の

ように物すごい勢いで使われているというような

いく、これが私は正しい政策なんだろうと思って

ったときにはやっぱり議論になると思います。そ

こともあり、別に私それがいいということではな

次に、ＪＲ貨物の株式上場と完全民営化につい

の議論で、それは民営化としてはおかしいという

ますが、これは、将来的に経営自立、民営化とい
てお伺いするんですが、ＪＲ貨物は鉄道ロジステ

ふうにするのか、若しくはそうしたことを、特殊

います。

ィック部門で黒字化を達成するなど相当な経営努

性を補完しながらでないとやはり自立は無理なの

くて、そうしたことを物流総合体系としてどう考

加えて、ＪＲ貨物は大変すごい資産があるとい

力をされて、今、完全民営化を目指してその先頭

かと。

えていくかというのは柔軟に考えていかなければ

うことも全くそのとおりでありますが、ＪＲ北海

に立っていると私は見ていますし、今日までのＪ

いけないのではないかと。

道の生命線になり得る札幌までの新幹線の開業の
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いいんじゃないかという結論の方が結局は国民の

的な考えをする方なので、うまくいく方でやれば

が、私はどちらかというと教条的ではなくて実利

大きな議論を呼び起こすんではないかと思います

んけど、それは、御指摘のように、そこはすごく

やはり私、ちょっと今ここでは議論はできませ

違いの問題、明かり区間の積雪に対する課題など、

ネルの維持管理の問題、新幹線と貨物列車の擦れ

して運行しているわけでございまして、海底トン

の部分については新幹線と貨物列車の線路を共用

とも事実でございまして、例えば、青函トンネル

あるいは高速化を進めることに伴う課題があるこ

他方、ＪＲ貨物にとりまして、この札幌の延伸

といたしました。

費用に係るＪＲ北海道の負担の切離しも行うこと

継続するとともに、新たに、青函トンネルの改修

物列車走行区間の修繕費に対する助成金の交付を

このため、今回の改正法案におきましても、貨

な役割を担っているものと認識をいたしておりま

多くの皆さんに裨益するんではないかなと、そう

多くの諸課題が残されたままでございます。
また、特に、札幌開業に伴いまして経営分離を

に高速走行を行う、新幹線とＪＲ貨物の走行時間

明けにかけまして、新幹線だけが走行する時間帯

また、青函トンネル内において、昨年末から年

す。

した観点でやるべきではないかなというふうに思

される函館、五稜郭から長万部の間については、

っております。ちょっと答えにはなっていません
が。

を分離するという時間帯区分方式による高速走行

さらに、これからゴールデンウイーク期間中に

現在地元協議会で検討が進んでいるんですけれど

が難航していると地元の方からも聞いています。

ついても同様の時間帯区分方式による時速二百十

○榛葉賀津也君 今大臣おっしゃったように、先

貨物には経営安定基金が入っていないということ

他方、この区間がないと本州からの貨物鉄道網

キロの高速走行実施を予定しておりまして、今後

を実施いたしまして、結果として、大きな問題は

で、これは、しっかりと歴史を踏まえながら我々

が寸断されて、札幌までの運行が不可能となって

とも、引き続き二百六十キロ化を目指して検討を

も、旅客の利用状況が極めて少なくて、第三セク

も貨物を応援をしていきたいというふうに思いま

しまうんですね。ですから、青函共用走行区間の

進めてまいりたいというふうに考えております。

人の知恵と努力によって貨物調整金を始めとする

す。

函館、五稜郭から長万部の間の並行在来線の将来

国土交通省としましては、北海道新幹線の高速

なく、当初予定どおり時速二百十キロでの高速走

次に、北海道新幹線札幌開業に伴う諸課題につ

展望、これは、ＪＲ貨物の経営だけでなくて、本

走行の実現と北海道と本州の間の物流の維持につ

ター化しても以降の経営維持が相当困難だという

いてお伺いするんですけれども、先ほども質疑で

州と北海道を結ぶまさに物流網をどう確保するか

いて、その双方の両立を図ることが重要であると

様々な制度を生み出し、貨物を支えてまいりまし

ございましたが、二〇三〇年北海道新幹線の札幌

という大変重要な問題であると思うんですが、国

考えておりますので、この時間帯区分方式の段階

行が実現されております。

開業を目指して、ＪＲ北海道は経営の自立を目指

交省のお考えをお伺いしたいと思います。

的拡大の可能性についても、ＪＲ貨物を含め、関

ことが見込まれておりまして、存続に向けた議論

しているということでございます。ＪＲ北海道に

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

た。他方、忘れてならないのは、だからこそＪＲ

とったら新幹線の札幌開業はまさに経営改善の肝

また、御指摘の経営分離が行われる函館―長万

係者と検討を進めてまいります。

北海道内はもとより、北海道と本州との間の貨
物鉄道は、北海道の農産品等を輸送する上で重要

ですから、新幹線の高速化は大変重要な問題だと
思っています。
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部間の具体的な取扱いにつきましては、現在、北
まず、ＪＲ北海道に関してでございますが、平

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

取り組みやすいよう、必要な助言や支援等を行っ

としても、地域が公共交通活性化のための施策に

最後に、私の意見だけ、先ほど室井先生もおっ

海道庁及び沿線市町から成る北海道新幹線並行在

たって持続的な交通体系を構築することが重要で

しゃいましたが、この人材確保について所見を申

てまいりたいと考えております。

国土交通省としましても、まずは、地域におけ

あるとする方向性を示しました。この監督命令に

し上げたいと思いますが。

成三十年七月に発出しました監督命令におきまし

る検討状況をよく踏まえて、必要な助言等を行っ

おきまして、第一期集中改革期間とされた令和元

北海道も四国も、人材の流出、特に若い職員が

来線対策協議会において検討が行われているもの

てまいりたいと考えております。これらの施策を

年度、令和二年度におきましては、ＪＲ北海道と

離職するというのが物すごい顕著なんですね。二

○榛葉賀津也君 ありがとうございました。

通じて物流網の確保に留意してまいりたいと考え

御指摘の沿線の市町の関係者が一体となって線区

〇一一年には北海道は二百二十四名採用して十九

て、関係者による相互の連携協力の下で将来にわ

ております。

ごとにアクションプログラムを策定し、利用促進

人退職されていましたが、二〇一五年には八十人、

と承知をしております。

○榛葉賀津也君 ありがとうございます。

やコスト削減などの取組を進めてきているところ

二〇一八年には百四十一名、二〇一九年度は百六

次に、地域との連携について、取組についてお

でございます。

十五名、そして二〇二〇年度は三百一名採用して

伺いするんですけれども、冒頭申し上げたとおり、

また、ＪＲ四国におきましても、四国における

いう見込みになっていると聞いています。これは

今回の支援、本当に各方面から感謝の声が上がっ

催され、まず四県ごとに県別で検討が進められ、

本当深刻な問題で、ＪＲ四国も似たような傾向に

百八十名を超える方々が退職するのではないかと

支援をしてほしい、継続してほしいという声が出

昨年九月に、ＪＲ四国と各県が一体となって県別

ございます。

鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会Ⅱが開

てくると思うんです。確かに国の支援は大事です

の利便性向上、利用促進策が取りまとめられまし

ているんですが、ただ、今後も、地域からもっと

し主体はＪＲだと思うんですけれども、沿線地域

た。

取組も大変重要だと思っていて、まさに交通基本

ける公共交通をどう維持するんだといった主体的

んです。ＪＲの各線について、自分たちの町にお

れらの検討に参画し、定期的にフォローアップを

こととなりますが、国土交通省としましても、こ

路線の維持に向けて必要な取組が進められていく

今後、これらの活性化策の検討を深度化しつつ

○武田良介君 日本共産党の武田良介です。

て、私の質問を終わりたいと思います。

ていただきますように心からお願い申し上げまし

うな、そういう環境を是非国交省にも後押しをし

世界で踏ん張って、頑張って地域の足を守れるよ

志を持ってＪＲに入った若者がしっかりとこの

の自治体との連携というのはとても大事だと思う

法にもその旨がうたわれているわけでございます。

してまいります。

一層の連携、これが大事になると思うんですが、

の維持、構築に対しては、事業者と地元自治体の

分な議論を行っていただくことが重要であり、国

維持にどう取り組んでいくか、地域の関係者で十

いずれにいたしましても、鉄道ネットワークの

住民の移動手段である公共交通を守ること、また、

の経営支援を行うものであります。日本共産党は、

本法案は、ＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ貨物へ

北海道や四国地域において持続可能な交通体系

大臣の御認識をお伺いします。
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ります。本法案による支援が赤字路線を廃止する

その安全性が非常に重要だというふうに思ってお
ってきた支援というのはどうだったんだろうかと

の取組はどうだったんだろうか、あるいは国が行

道・運輸機構、鉄道局が一体となり、四半期ごと

これを判断するに際しましては、ＪＲ北海道、鉄

の法律案を国会に提出することといたしました。

を確認をいたしております。また、地域とともに

いうことの検証が重要になってくるというふうに
そこで、ＪＲ北海道が策定したこの経営自立計

取り組む利用促進等の取組状況につきましては、

ことなく守り、安全な運行を確保するために役立
えております。私も、北海道に伺って、地域の足

画に関する検証はどのようにされているのか、上

令和二年十二月十二日の北海道の鉄道ネットワー

の検証を行い、経営改善に向けた取組の進捗状況

を守ってほしいですとかあるいは貨物を守ってほ
原局長に伺います。

クに関する関係者会議においてその進展を確認を

考えているからであります。

しいですとか、そういった声伺ってまいりました

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

つものであることが何より重要だというふうに考

ので、そういった声を基に質問させていただきた
時間の関係がありますので、ＪＲ北海道に絞っ

を目標とし、経営自立の前提として安全確保を最

立計画におきましては、二〇二〇年度の経営自立

画の検証あるいは地域との連携について確認をし

対応して監督命令を発出し、さらに、その後の計

我々としましては、こうした形で新たな事態に

いたしております。

て質問させていただきたいというふうに思ってお

優先に取り組むこととしていたところでございま

た上で今回の法律を提出させていただいていると

ＪＲ北海道が二〇一一年に策定しました経営自

ります。

す。国といたしましても、鉄道・運輸機構を通じ

いというふうに思います。

前回、二〇一一年のときに債務処理法が改定さ

いうことでございます。

○武田良介君 今答弁にもありましたけれども、

まして、経営安定基金の実質的な積み増し、老朽
化した設備の更新等に必要な資金として無利子貸

れたことを受けて、ＪＲ北海道が経営自立計画を
策定いたしました。この経営自立計画の目標年度

函館線の貨物の脱線事故のことだと思うんですけ

経営自立計画を策定したのが二〇一一年、二〇一
一方で、度重なる事故や厳しい経営状況を踏ま

れども、こういうものも発生をしてしまった、だ

付けや助成金の交付といった支援を行ってまいり

り経常利益八億円を図りたいというふうにされて

え、この経営自立計画の期間中にそうしたことが

から安全対策がまた必要になったという事情があ

が二〇二〇年度というふうにされておりまして、

いるわけです。これ、実際には目標を達成できな

発生をいたしました。経営自立に向け指導監督を

ったという御答弁の内容だというふうに思います。

三年に、はっきりおっしゃいませんでしたけど、

かったわけですけれども、なぜ達成できなかった

強化するために、二〇一八年七月に新たな中期、

しかし、やっぱり安全というのはその経営自立

ました。

のかという検証が重要になるんではないかという

長期の経営計画の策定を命ずることを内容とする

まさに今年度末までであります。経営自立、つま

ふうに思っております。それは、やはりこれまで

監督命令を発出したところでございます。

も継続、追加あるいは新たな支援を行うわけです

次行われてきたわけですけれども、今回の法案で

着実な進展が確認されることを前提として、所要

支援については、経営改善の取組状況を確認し、

この監督命令におきまして、令和三年度以降の

れども、仮にそういうことであってはならないと

たと、まあそこまではおっしゃいませんでしたけ

そういう事故が起こったから経営自立できなかっ

の大前提だというふうに思うんですね。だから、

も国によるＪＲ北海道に対する支援というのは累

けれども、そうであれば、これまでのＪＲ北海道
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ことを質問させていただいたところなんです。

たのかということの検証が必要ではないかという

くいったのかどうなのかと、どういう努力がされ

も、そういったことが記されている、それがうま

受入れ体制の整備ですとか、これ一部ですけれど

函館北斗駅からの二次交通ですとかインバウンド

のアクセス輸送の改善ですとか北海道新幹線の新

例えば、その経営自立計画の中にも、新千歳空港

証が必要だというふうに考えているというのは、

ていただきたいというふうに思いますし、私が検

いうふうに思いますので、そのことは指摘をさせ

けたところでございます。

中期経営計画等の策定状況等についても報告を受

因の分析、報告を受けたほか、長期経営ビジョン、

令和二年十二月に経営自立計画が未達となった原

うに同様に、四半期ごとの検証を行うとともに、

ましても、ＪＲ北海道と先ほど申し上げましたよ

三月に行政指導を発出いたしました。同社につき

た取組を着実に進めることを求めて、二〇一九年

景に、十年後の経営自立を目指し経営改善に向け

ＪＲ四国につきましては、厳しい経営状況を背

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

道の方には出さなかったんでしょうか。

八年度より四十三億円改善することだというふう

計画の目標は、二〇二三年度の経常損益を二〇一

とがＪＲ北海道に求められました。この中期経営

から三一年までの長期経営ビジョンを策定するこ

年までの中期経営計画の策定、それから、一九年

その監督命令の中で、二〇一九年から二〇二三

思います。

んとされるべきだったのではないかというふうに

作られた経営自立計画ですので、その検証がきち

○武田良介君 二〇一一年の債務処理法を受けて

るというふうに御理解いただきたいと思います。

四半期ごとという形で、よりきめ細かくやってい

ＪＲ北海道に対しましては、先ほど申し上げま

になります。この二〇一九年度は二十三億円の経

ＪＲ四国も、ＪＲ北海道と同じく二〇一一年に
経営自立計画を策定されているということです。

常利益改善を目指していたということなんですけ

れども、二〇一九年度の決算では逆に二十四億円

したとおり、二〇一八年七月に新たな中期、長期
の経営計画の策定を命ずる監督命令を発出し、そ

の減収になってしまったということなんですね。

同じくこれも二〇二〇年度が目標年度というふう
になっておりまして、国土交通省は、昨年の三月

の後四半期ごとにこの経営改善に向けた取組の進

その意味では、最近になったこの動きとしまし

か。

三十一日、ＪＲ四国に対して、ＪＲ四国の経営改

報告という項目があって、実際、ＪＲ四国は文書

ては、お互いそれぞれ検証しながら進めていると

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

これで二〇二三年の四十三億円の改善というのが

にまとめて報告されたと、その文書もいただきま

いうことに変わりはないと思いますが、二〇一一

ＪＲ北海道は、二〇一八年七月に国土交通省が

捗状況を確認するなど、検証を行っているところ

したけれども、こういうふうにやっているんです

年に策定した経営自立計画につきましては、その

発出した監督命令に基づきまして、二〇一九年四

善についてという文書を出しておられます。この

ね、ＪＲ四国は。

後の事故等によってある意味フェーズが変わって、

月に長期経営ビジョン、中期経営計画及び事業計

本当にできるのかということを不安に感じるわけ

同じくＪＲ北海道には経営自立計画が未達とな

我々としては、監督命令という形で次の経営計画

画を策定、公表し、これらに基づく経営改善を進

でございます。

った原因の分析を求める文書を出しているのかと

の策定、さらにその取組を促しているという状況

めてきております。これまでも、快速エアポート

中で、経営自立計画が未達となった原因の分析・

いうことを伺ったら、これ出していないというこ

になっておりますので、そこからは検証の仕方が

ですけれども、この点の見通し、いかがでしょう

とだったんですけれども、これは、なぜＪＲ北海
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経営改善の進捗状況について検証を行っていると

ましたとおり、我々としましても、四半期ごとに

力的に取り組んでおり、また、先ほど来申し上げ

低減、保線工事の効率化等によるコスト削減に精

事業の拡大等による収益拡大、資材調達コストの

の増便による新千歳空港のアクセス改善やホテル

うふうに思っておるんです。

方策というところがなかなか見当たらないなとい

善方策を講じると書いてあるんですが、その改善

えられているんですけれども、今言いました、改

こまで行っているのかということはもちろん押さ

すが、私見ましたけれども、数字でその到達がど

速やかな改善方策を講じるというふうにあるんで

受けました。

これも、資料を見ましたけれども、曖昧な印象を

その先の長期経営ビジョンなんですけれども、

というふうに思ってしまいますが。

性というんですかね、非常に曖昧なものなのかな

○武田良介君 四十三億円改善できる、その方向

とともに、電気式気動車、話せる券売機の導入等

ンション事業の拡大といった収益拡大に取り組む

して、新規の観光列車による輸送需要の拡大やマ

うか。

じてしまうんですけど、もう一度、いかがでしょ

う目標が本当にできるのだろうかというふうに感

それだけに、やはりこの四十三億円の改善とい

ント別にできるというのはどういう見通しでしょ

ということなんですが、これ、一・五倍化セグメ

セグメント別で売上高も示し、一・五倍化させる

度は約一千二百億円に一・五倍化すると。これ、

年度に開発関連売上げを八百億円から二〇三一年

先ほども少しあったんですけれども、二〇一八

ころでございます。また、今後は、上記に加えま

の設備投資によるコスト削減により収支改善に取

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

うか。

り組んでいくものと承知をしております。

委員御指摘の四十三億円の収支改善につきまし
結経常利益を比較した際の収支改善の効果を示し

委員御指摘のとおり、ＪＲ北海道は、二〇一九

令和三年度以降におきましても、引き続き、四
きめ細かな進捗管理を行うなど、まずはＪＲ北海

ております。具体的には、二〇一八年度実績で経

年四月に公表した長期経営ビジョンにおきまして、

○政府参考人（上原淳君） 長期ビジョンにつき

道が目指す経営自立を実現するために、国土交通

常利益百十一億の赤字なんですが、二〇二三年度

二〇三一年度の経営自立を目指すとの目標を掲げ

ては、二〇一八年度実績と二〇二三年度計画の連

省としても全力で取り組んでまいる所存でござい

におきましては六十八億の赤字ということで、こ

ております。本法案におきましても、この二〇三

半期ごとの検証を通じて経営改善の状況について

ます。

の収支改善効果として四十三億円を見込んでいる

ましてお答えをいたします。

○武田良介君 先ほど来答弁に出てきます四半期

一年度の経営自立を目標としまして支援の期限を

十年間延長し、これまで以上にきめ細やかで手厚

というものでございます。
ＪＲ北海道としましては、まず、運賃改定によ

い支援を実施することをお願いをしているところ

先ほど不動産関連業についてのお尋ねがござい

る約四十億円の増収に加えまして、鉄道運輸収入

報告なんですね。私も、最新版が今年の二月五日
のものでよろしいでしょうか、見させていただき
ました。

計画しておりますが、これらの増収に伴う収支改

ましたが、この法案におきましても、関連事業を、

でございます。

経営改善を確実なものとするために四半期ごとに

善効果が四十三億円であるというふうに承知をい

これまで支援の対象でなかった鉄道事業以外の関

で約十五億円、関連事業収入で約五億円の増収を

鉄道局とともに検証を行って情報を開示すると、

たしております。

監督命令の中にも、確かに、今言われたように、

数値目標の達成状況を可能な限り迅速に検証し、
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連事業を支援の対象とすることにしております。
そして、そうした関連事業につきまして、これか
ら例えば金融機関との間で協調のプロジェクトが
進められるときの利子補給を今回支援の一つの項
目に入れさせていただいております。
そうした今回法案でお願いをいたしております
支援の内容を含めまして、この中期経営ビジョン
が達成されるように支援をしていきたいというふ
うに考えております。
○武田良介君 北海道に伺ったときにも、赤線区
や黄色線区の廃線の不安もお聞きしましたし、あ
るいは減便によって通学への影響が出るという不
安の声もお聞きをいたしました。これまでも国が
支援を繰り返しやってきたけれども、そうであれ
ば廃線にせずに是非守ってほしいというのが率直
な北海道を始め全国の皆さんの思いかというふう
に思いますので、そのために必要な検証も是非行
っていく必要があるだろうということを述べまし
て、質問を終わらせていただきたいというふうに
思います。
ありがとうございました。
○委員長（江崎孝君） 他に御発言もないようで
すから、質疑は終局したものと認めます。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十五分散会
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