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将来も維持可能な並行在来線・北陸本線のために、

JRの社会的責任と国の役割を求める提言－資料－

(1)北陸本線の歴史（概括）

「新潟県の鉄道の発祥は、1886年8月15日直江津～関山間の開通に始まり、関山～長野間が1888年5

月1日に開通、のちに信越本線となりました。その25年後の1913年4月1日、青海～糸魚川間が開通し、北

陸本線は米原～直江津間が全通、信越本線と北陸本線がつながりました。それから100年後の2014年春、

この二つの本線は、北陸新幹線の金沢開業とともに、JR経営分離という新たな旅立ちを余儀なくされようとし

ています。」

＜出所＞「北陸新幹線開業後の北陸本線・信越本線を展望して暮らしと地域産業を支え、地球環境に役立つサステイナブ

ル・トレーンへの提言（第1次案）」2007年8月11日北陸新幹線・並行在来線問題連絡会

(2)「政府・与党申し合わせ」(平成8年12月25日より抜粋)

四 、並行在来線については、以下のとおりとする。

(一)建設着工する区間の並行在来線については、従来どおり、開業時にＪＲの経営から分離することとす

る。

(二)具体的なＪＲからの経営分離区間については、当該区間に関する工事実施計画の認可前に、沿線地方

公共団体及びＪＲの同意を得て確定する。

(三)ＪＲからの経営分離後の並行在来線について安定的な鉄道輸送を確保するため、当該鉄道事業に係る

固定資産について税制上の所要の措置を講ずる。

五 、鉄道貨物輸送については、並行在来線のＪＲからの経営分離後も適切な輸送経路及び線路使用料を

確保することとし、新幹線鉄道上を走行することを含め、関係者間で調整を図る。

＜出所＞平成8年12月25日「政府・与党合意」。国土交通省のホームページより

http://www.mlit.go.jp/tetudo/shinkansen/shinkansen6_kanren.html#goui

(3)並行在来線のJR経営分離の根拠について＜国会議事録より＞

〇1991年（平成03年）3月26日参議院運輸委員会・議事録

・政府委員（大塚秀夫君） 今、並行在来線を廃止する場合に、これを仮に第三セクターにする場合の譲渡

方法についてのお尋ねだという前提でお答えしますと、その並行在来線について地方公共団体なりの第三

セクターにできるだけ負担がかからない方法で譲渡するということが必要でございますが、具体的に無償譲

渡するということになりまして、現在ＪＲ等も検討しておりますが、無償譲渡した場合に特別損失として計上さ

れるというような会社経理上の問題や、寄附金扱いになるために、ＪＲ側あるいは第三セクター側がともに課

税されるというような問題がありますので、そういう問題を回避するようにどうしたらいいかということを今検討

しております。いずれにしても地方の負担にならないような方法を講じなければならないと考えております。

それから、第三セクターができました場合の助成というようなことにつきましては、これは整備新幹線の整

備について並行在来線について地元の合意を得られたという前提でございますし、これは新しい整備新幹

線という設備ができるという代替措置でもございますので、従来の特定地方交通線に対するような助成策は

現在のところ考えておりませんが、その他の方法、例えばＪＲから要員を派遣するあるいは技術的な協力を

する、ソフトウエアのソフトの提供をする、またはその他のいろいろな連行管理面での協力というようなことに

ついてはできるだけ運輸省もバックアップして必要な措置を講じていきたいと考えております。

〇1991年（平成03年）04月16日参議院運輸委員会・議事録

政府委員（大塚秀夫君） 現在運営しております第三セクターの経験にかんがみ、経営のノーハウ等につい

ても積極的にＪＲから提供し指導していくようにしたいと考えております。

http://www.mlit.go.jp/tetudo/shinkansen/shinkansen6_kanren.html#goui
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また、資産の譲渡問題につきましては、今後第三セクター化する場合の新しい会社が負担にならないよう

な譲渡を行いたいと考えておりますが、その際に税制等の問題についてさらに詰める必要があるような状況

でございます。

〇1991年（平成03年）4月18日参議院運輸委員会・議事録

政府委員（大塚秀夫君） 整備新幹線の建設に当たりましては、国鉄改革の趣旨からしまして、ＪＲに新幹線

開業により輸送需要が減少する並行在来線の維持という過重な負担を負わせてはならないというような考え

方に基づきまして、並行在来線の取り扱いにつきましては地元の自治体とＪＲの意見を踏まえまして適切な

結論を得る必要があり、今回平成三年度の予算案においてもそのような前提で整備新幹線の建設に必要

な経費を計上しているところでございます。

なお、国、地域、ＪＲの間の整備新幹線の建設費の負担割合の決定に当たりましても、並行在来線の経

営分離を前提にしておりまして、仮に並行在来線を引き続きＪＲで経営させることになりますれば、それにより

生ずる赤字はＪＲの負担となりますので、新幹線を第二の国鉄にしないという趣旨に反することとなると考え

ております。

(4)公共交通をよくする富山の会の提言

●孫ひ孫の時代にも暮らしに便利な北陸本線のために －提言－ ２００２年１１月２３日

http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/tigen/tigen2002.htm

● 北陸ならではの創造的な並行在来線・北陸線のために （第２次提言） 2006年10月7日

http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/tigen2/tigen06.htm

●北陸新幹線開業後の北陸本線・信越本線を展望して暮らしと地域産業を支え、地球環境に役立つサス

テイナブル・トレーンへの提言（第1次案） 2007年8月11日 北陸新幹線・並行在来線問題連絡会

http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/tigen5ken/tigen5ken1.htm

(5)「JRにも責任」と前原国交相の記者会見を報道した「日経」（2009.12.2）

整備新幹線の並行在来線「JRにも責任」 新規着工で国交相が条件

前原誠司国土交通相は１日の閣議後の記者会見で、整備新幹線の新規着工を認める条件について、

新幹線開通でＪＲから分離する並行在来線の経営責任を、自治体だけでなくＪＲにも負うよう求める考えを示

した。国交相は「現在のあり方はＪＲにリスクが低い、いい話だった。覚悟をＪＲにも求めていかなければいけ

ない」と語った。整備方式に関しては、国と地方の負担割合（２対１）やＪＲが国に払う施設使用料（貸付料）

を建設費に充てる現在の仕組みを維持する方針も表明した。国交相はこうした方針を盛り込んだ整備新幹

線の新規着工に関する考え方を12月中にまとめる。新規着工にはＪＲや自治体の同意が必要。これまでＪＲ

から切り離された並行在来線は自治体が第三セクターとして運行を引き継いでいるが、経営状態は悪化

し、自治体の負担が増している。

＜出所＞「日本経済新聞」2009年12月2日付

(6)整備新幹線・並行在来線の新しい方針案 2009年12月15日前原大臣記者会見要旨

私から２点お話を申し上げたいと思います。１つは今朝第１回の整備新幹線問題検討会議を開かせて頂

きました。 この整備新幹線につきましては、今まで皆様方にお話しておりますように既着工については予

定通り進めていきたい。 しかし未着工についてはどのような基準、考え方で行うのかということと整理すべき

項目、事業者の負担、並行在来線、地方と国の負担、こういったものを基本的な考え方として議論していこ

うということになりました。皆様方にお配りをしたものが今日原案としてお示しをしたものでございます。

これからプロセスをどうなっていくのかということについて申し上げれば、国土交通省の政策会議におきま

http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/tigen/tigen2002.htm
http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/tigen2/tigen06.htm
http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/tigen5ken/tigen5ken1.htm
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してこれを提示をいたしまして、与党議員からもいろいろな意見を頂戴したいと思っております。

その上でもう一度第２回目の整備新幹線問題検討会議というものを開いて、この中身の確認と修正すべ

き点があるかどうかという調整、そして最終的には平成２２年度の予算、こういったものをどのようにしていく

のかということについて話を詰めていきたいと考えております。

質疑応答

（問）整備新幹線についてですが、今日示された方針のポイントについて簡単に説明頂けますでしょうか。

（答）まずポイントでございますけれども、１つは既着工については今まで通り前政権でありますけれども、前

政権の方針通り進めていくということ、但し工事費等が高くなっている面もございます。

これについては必要な財政措置を講ずるということで計画年度内に完成をさせたいという想いを持っている

ということでございます。

問題はこれから未着工の線区をどうしていくのかとこういうポイントであります。

このポイントにつきましては、今までの基本的な条件というものは満たしてもらわなければいけないというこ

とを確認をしております。

この基本的な条件というのは安定的な財源見通しの確保、それから収支の採算性、それから投資効果、

それから営業主体としてのＪＲの同意、それから並行在来線の経営分離についての沿線自治体の同意、こ

れは基本的な条件でございますけれども、ただ、今まで整備新幹線が完成をしているところの自治体で並

行在来線を切り離してなかなか経営的に厳しくなってきているというところが多々ございます。

そういった陳情を知事からよく受けている訳でございますが、そういったことを踏まえまして並行在来線のあ

り方についても必要な対策検討を加えるということと、後は並行在来線の問題にも絡みますけれども、貨物

鉄道の維持のあり方、ＪＲ貨物でコンテナ輸送というのは物流のみならず環境問題、ＣＯ２排出削減問題に

おいてもかなり大きな役割を示しておりますし、モーダルシフトにも叶っているということでこの点をどう考え

ていくのかということ、それから私の強い想い入れの１つとしては、これからは国、地方それから将来の貸付

料のみならずＰＰＰつまりは、パブリック・プライベート・パートナーシップという民間資金の投入というものも併

せて考えていかなければ、財政が極めて厳しい状況にあって鉄道のみならず公共投資の額を抑制をして

いかなければいけない状況の中にあって、しかし必要なものを整備していくということになれば、採算の取

れる路線をＰＰＰの仕組みにすれば、私は民間資金が入って来る可能性はあると思っていまして、そういう

意味ではＰＰＰの可能性も模索をしていくということを基本的な考えとしてお示しをしているところでございま

す。

(問)整備新幹線の件ですが、着工にあたっての基本的条件の５つの項目ですね、これは自民党時代にも５

条件を出していたのですが、それと同じものと考えて宜しいのでしょうか。

もう１つ、先ほど部会の検討会議の中身については平成２２年度に導入するか話を進めていきたいと仰っ

ていますが、この５条件を満たせば新規着工に平成２２年度着工する可能性はあるということでしょうか。

(答)まず１つ申しあげると、昨年末の政府与党合意は白紙になったということでございます。

つまりは自民党・公明党連立政権時代の政府与党合意は白紙に戻すということでございますので、その

点をまずご確認を頂きたいと、その上で我々が新たな基本的な条件として出してきたのは、今申しあげた５

つでございますが、それに加味をして当該地域における鉄道のあり方ということで、並行在来線のあり方と

貨物鉄道の維持のあり方というものもその５つの条件に加味をして考えるということでございますので、前政

権をそのまま踏襲したということにはなりません。

そしてもう１つのお尋ねですが、新規着工はあるのかということのご質問でございますが、まずはこの基本

的な考え方を与党との間で政策会議という場を通じてまとめなくてはいけませんし、その意見を汲み上げた

上で予算をどうしていくのかといったところの最終的な詰めがまだ年末に向けて残っておりますので、今そ

れについて皆さん方に明確にお答えをする段階ではございません。
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(問)整備新幹線の基本方針についてですが、先ほど大臣が仰ったＰＰＰというのは、大臣の頭の中には今Ｊ

Ｒとか、或いは沿線の自治体が責任持ってある程度の資金調達をすべきだということなのでしょうか。

(答)そうです。ＰＰＰというのは、パブリック・プライベート・パートナーシップ、その言葉からも類推出来ますよ

うに、官民が資金を出し合って行うということでありますので、当然ながら国も地方もある程度の費用負担は

せざるを得ないと思います。

またそこがプライベートの部門がＪＲになるのか、或いは他の民間資金の投入になるのか、それはどの路線

をＰＰＰでやるかということの中での採算見込み。投資をしたら回収しなければいけませんから、回収出来る

路線なのかどうなのか、国や地方がどれだけ負担をしてくれるのか、そういったことも需要予測と相まって判

断基準になると思いますので、今後そういった可能性を見出していくということでございます。

（問）未着工の区間について、当面の整備新幹線の整備方針案の方なんですけれども、早期に着工すべき

区間を決定すると、早期ということの大体の目途があれば教えて頂きたいということ、それと着工の優先順位

付けを検討するということなんですけれども、これは優先付けを付けることで、現在新規着工に関しても一定

の順位が出るということはやむを得ないというお考えなんでしょうか。

（答）まずはこの基本的な考え方、整備に関する考え方を固めなければ次の段階に移行することが出来ま

せんので、政務三役としてこの考え方を今日決定して、そして政策会議にかけて、与党に対して提示する

訳です。与党の中には当該地域、つまりは未着工区間の地域の選出議員を含めて非常に期待の大きなも

のがございます。

しかし、先程から申し上げているように公共投資は抑制していかなくてはならないということでございまし

て、そういった面を加味して、どういった議論が政策会議で行われるのか、それをまた我々整備新幹線問題

検討会議にフィードバックして、そして固めた上で、その物差しを含めて今後どうしていくかということをＪＲ各

社、或いは当該自治体とも話をしながら議論をしていくことになろうかと思います。

つまりは先程申し上げた５条件プラス、並行在来線の問題と貨物の問題、こういった問題も含めて地元が、

或いはＪＲ、事業主体が本当にその意志があるのかどうか、その確認も必要でございますので、そういった作

業に次の段階としては移るのではないかと考えております。

（問）ＪＲは並行在来線の支援に約束が違うと割と消極的なんですが、もし彼らが協力とか支援をしませんと

言った場合はどうなってしまうのですか。

（答）そこはどういう枠組みがあり得るのか、つまりは今までは並行在来線は切り離す、地方自治体の負担で

ということで行ってきた訳でありますけど、それが成り立たなくなってきているということで、例えば岩手の知

事、或いは青森の知事、或いは長野の知事からもお話がある訳ですね。

従って、今まで通りの仕組みではない中で、ＪＲにどう関わってもらうかは、この基本方針が固まった段階で

相談をさせて頂くことになろうかと思います。

（問）整備新幹線ですが、一つは既に着工分のＪＲの負担は決まっているものですが、ＪＲの負担を変えると

いうことに関して過去に遡っても変えるお考えがあるかどうか、要するに、例えば長野とか既に並行在来線

で分離して地方がやっているものについて過去に遡ってＪＲの負担を変えるかどうかというのと、補助ダムで

すが、先程のご説明では場合によっては国が予算の配分を考えられることが出来るということですから、国と

して補助しないと、要するに、金を出さないというかたちで凍結を強制的になさるお考えがあるかどうか、最

後に副主席の話ですが元内閣総理大臣というのはどなたかということを教えてください。

（答）まず整備新幹線のご質問ですが、既着工について言えばＪＲ各社は並行在来線は切り離すという前提

で合意をした上で行っている訳です。従って、今からルールを変えるということは信義に反すると思っており

ますが、ただ現実に問題が起きてきておりますので、並行在来線に関する、今後のことも含めてＪＲとは相談

していきたいということです。

＜出所＞国土交通省ホームページより http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin091215.html

http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin091215.html
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(7)整備新幹線の整備に関する基本方針案 (09年12月15日記者会見提出資料)

＜出所＞国土交通省ホームページより http://www.mlit.go.jp/common/000055477.pdf

http://www.mlit.go.jp/common/000055477.pdf
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(8)2001年5月「ＪＲ北陸線・ローカル線の存続と公共交通を考えるシンポジウム」のよびかけ

交通問題は、すべての人々がいつまでも安心して住みつづけられるまちと環境づくりの基本をなしていま

す。とりわけ鉄道は、明治維新以後の近代化のなかで長い年月をかけて多くの人々がつくりあげ、私たちの

日常生活や地域経済の発展の幹となってきました。ところが、近年、ＪＲの自由な企業活動として経済効率

が優先されるために、私たちの生活がおびやかされ、公共性が損なわれる状況もうまれています。

３月ダイヤ改正で、ＪＲ西日本は城端線、氷見線、富山港線の無人駅拡大、列車本数削減、最終列車の

繰り上げなどを計画しました。この計画に、県議会、沿線自治体、県立高校長会、ＰＴＡなどが改善を求め

てＪＲに申し入れをおこない、富山港線ではシンポジウムや列車本数の改善をもとめる署名運動など、住民

要求と運動で一定の改善がなされました。しかし、ローカル線は多くの問題をかかえています。北陸線で

は、入善駅の無人化に対して住民のねばり強い反対運動がとりくまれています。

１２年後の北陸新幹線建設の条件として、並行する北陸線がＪＲから経営分離されます。その理由は、新

幹線の開業後並行在来線が赤字になるからというもので、「政府と与党の申し合わせ」が根拠です。新潟県

境から富山までが経営分離し、第三セクター化されることが現実問題となってきていますが、県の試算で

は、県内東部の第三セクター化では、開業１０年目でも黒字になる見通しはありません。

経営分離によって、東北本線のように県境分離の第三セクター会社の道をすすむのか、特急列車や寝

台列車は廃止されるのか、新たに設立される第三セクター会社へ鉄道資産の譲渡は有償か無償か、線路

は複線か単線か、貨物列車は走行するのか、だれが出資し会社を設立するのか・・・など、将来の旅客輸送

に様々な問題を投げかけています。山積する課題を、ひとつ一つ県民の合意で解決していくことがもとめら

れています。

交通は、すべての人々にかかわる問題であり、生活に欠かすことができません。だからこそ、鉄道事業法

は、第１条で「公共の福祉を増進することを目的とする」と定めています。ＪＲ北陸線、ローカル線の利便性と

安全の向上、まちの顔である駅を中心としたまちづくり、バスなどと連携した公共交通の発展、地域の活性

化や産業振興、環境保全や、高齢化社会への対応からも、鉄道を軸にした総合的交通政策がもとめられて

います。

「ＪＲ北陸線・ローカル線の存続と公共交通を考えるシンポジウム」は、いま私たちが直面している北陸線・

ローカル線をめぐる諸問題や、鉄道の企業性と公共性との調和のあり方、国と地方自治体の交通政策への

住民の参画なども展望し、各地の運動やとりくみからも学び交流します。県民のみなさんの参加をこころから

よびかけます。

(9)2010年1月22日の「8者会議」について新聞報道より

北陸新幹線の建設を巡り、富山や石川など沿線４県の知事と国土交通省、ＪＲグループなどの関係者が２

１日、東京都内で協議し、並行在来線の運営や停車駅問題などの課題を協力して解決する考えで一致し

た。各県の部局長級や国交省の課長らで構成する専門部会を設け、テーマごとに協議を進めることでも合

意。ただ、新潟県が求めている上越駅（仮称）への全列車停車などについてはＪＲが慎重で、今後の協議は

曲折も予想される。 この日の会議では、まず富山、石川、新潟、長野の４県知事が会談。続いて、国交省

の三日月大造政務官、ＪＲ東日本とＪＲ西日本の首脳なども会議に加わった。

４県知事は新幹線整備の際、並行在来線はＪＲから経営を分離し自治体が運営するといった地元負担の

大きい現行ルールを見直すよう、国に要望。三日月政務官は「財政悪化など環境変化に合わせてしっかり

協議していきたい」と語った。

一方、ＪＲ東日本とＪＲ西日本は連名で、並行在来線や停車駅問題などの考え方をまとめた文書を提示し

た。在来線運営については「国鉄が経営破綻した経緯にかんがみ、在来線をＪＲの経営から分離すること

で、関係自治体の同意が得られている」と指摘。枠組みの変更でＪＲ側の負担が増すことをけん制した。

停車駅問題については「鉄道事業者が責任を持って決定する事柄」と強調。ＪＲ東の冨田哲郎副社長は

「高速鉄道の特性が求められる。利用者数などを踏まえ、決めていきたい」と話した。

＜出所＞ 2010年1月22日 「日本経済新聞」 地方経済面
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(10)第三セクター鉄道と貨物線路使用料

収入総額 線路使用料 収入に占める線路使用料(%)

青い森鉄道 8 億 786 万円 3 億 6,023 万円 44.59%

IGR いわて銀河鉄道 35 億 6,120 万円 18 億 6,080 万円 52.25%

(注1）東北本線の盛岡・八戸間がJR経営から分離されるもとで、貨物線路使用料を引き上げる住民の運動

があった。このもとで、アボイダル・コスト（可避可能原価）方式としてJR貨物が負担する費用を軽減する措置

がとられていたが、国の責任で引き上げられることになった。

（注2)青い森鉄道の線路使用料はJR貨物。IGRいわて銀河鉄道の線路使用料は「寝台特急収入・鉄道線

路使用料」を含む。

＜出所＞公共交通をよくする富山の会が2006年5月、青森県とIGRいわて銀河鉄道の視察・調査で入手した資料より作成

(11)JR貨物の出資について

JR貨物は、肥薩おれんじ鉄道に1億円を出資している。肥薩おれんじ鉄道は、非電化としてディーゼル

列車を走らせているが、貨物列車のために電路設備は残している。

＜出所＞公共交通をよくする富山の会・肥薩おれんじ鉄道視察・リポート

http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/hokuriku/oringi.htm

また、青い森鉄道では、八戸・青森間の開業のためにJR貨物は1億円を出資する。

(12)八戸・青森間の鉄道資産の譲渡協議について青森県知事の記者会見より（平成21年1月8日）

○知事 並行在来線八戸・青森間に係る鉄道資産の譲渡協議についてご報告をさせていただきます。

資産譲渡に関しましては、県はこれまでＪＲ東日本に対し、総額約160億円と見込まれる鉄道資産につい

て無償譲渡もしくは低廉な価格で譲渡することを求め、これまで鋭意協議を重ねて参りました。そして去る1

2月26日に、田中県議会議長同席のもとＪＲ東日本清野社長と会談しました。その席上ＪＲ東日本清野社長

から最終的な回答がございました。

清野社長との会談では、私から次のとおり申し上げました。並行在来線の鉄道資産は、無償もしくは低廉

な価額での譲渡を求めＪＲ東日本と協議を重ねてきた。これを踏まえ、鉄道資産の譲渡価額については県

民が納得する、すなわち県に実質的負担が生じない内容となるよう次のとおり要請をする。一つとして、鉄

道資産の譲渡価額について、特段の配慮をすること。二つとして、青い森鉄道線の円滑な開業と運営に向

けて、鉄道施設の幅広い修繕など、譲渡価額を上回る支援・協力を誠意をもって実施すること。三つとし

て、全県的な新幹線開業効果の観点から、大々的な観光キャンペーンの実施、県内への新たなリゾート列

車の導入を進めること、であります。

また、同席した田中県議会議長からは、本県並行在来線は地域住民の重要な足であるが、青森開業後

は厳しい経営となることが必至である。ＪＲ東日本は本県並行在来線を取り巻く厳しい状況を踏まえ、県議会

の意見を十分認識し真摯に受けとめ、知事要請を実現するようにと、そのように要請されました。

これに対しまして、ＪＲ東日本清野社長からは、知事と議長の要請を重く受け止め、誠意をもって対応す

る。一つとして、ＪＲ東日本は、概ね80億円程度、消費税を含めると83億7千万円程度で譲渡する。

二点目として、並行在来線分離に先立ち、「駅舎をはじめとする鉄道施設の幅広い修繕」、「大々的な観光

キャンペーン」など、青い森鉄道による運行が円滑にスタートし、その後の経営が順調にいくための協力や

支援を最大限行っていく考えである。三点目として、青い森鉄道線、ＪＲ線両方で運行するリゾート列車につ

いて真剣かつ具体的に検討する、との最終的な回答があったものであります。

＜出所＞ 青森県のホームページより

(13)九州新幹線「長崎ルート」並行在来線の上下分離とJR経営について

公共交通をよくする富山の会の「九州新幹線『長崎ルート』・並行在来線の視察・調査報告」をご覧くださ

い。http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/nagasaki/nagasaki091205.htm

http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/hokuriku/oringi.htm
http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/nagasaki/nagasaki091205.htm
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(14)「社会的投資責任」(SRI)について ★参考

①「これからの地球環境保全型経済システムにおける企業活動では、資本主義成立以来たった一つのボト

ムライン（バランスシートの最後の項目で、企業活動の重要な基底的動機）であった利益（利潤）追求に、地

球環境と社会という二つをつけ加えた三つ、すなわちトリプル・ボトムラインが不可欠となります。」「これか

ら、(1)利益（財務体質が健全で、より多くの質の高い利益）、(2)地球環境（地球環境や生活環境に配慮した

経営）、(3)社会（企業倫理が高く、労働者に優しい企業、質が高く、安全で、よりよい財・サービスを提供し

て、しかも社会に貢献する企業）、というトリプル・ボトムライン（利益・地球環境・社会）をクリアする企業だけ

を組み込んだ各種の社会的責任投資（SRI）ファンドが広範に販売されるようになれば、日本経済は質的に

いちじるしく向上するのではないでしょうか」

＜出所＞ 相沢幸悦著 「問いかける資本主義」（新日本出版）より

②「SRIが目指すのは、企業を倫理性、法令遵守、環境対応、雇用確保、透明性、社会対応などの視点から

評価し、前向きに取り組んでいる企業を選び出して投資活動を通じて応援することです」「また、SRIは、誠

実な企業を広く社会に知らしめる仕組みでもあります。市民としては、どの企業が誠実な企業かよくわかるよ

うになります。『誠実な企業を応援したい』『倫理・法令遵守を実践している経営だから頑張ってほしい』『情

報を正確に進んで開示している透明な企業だから伸びてもらいたい』などの意思が、主体的な投資行動を

通じて生かされるようになります」

・社会責任投資SRI=Socially Responsible Invest-ment

・企業社会責任CSR=Corporate Social Responsibil-ity

＜出所＞ 秋山をね・菱山隆二「社会責任投資の基礎知識」（岩波アクティブ新書）より

(15)並行在来線へのJRの関与についての石井富山県知事の発言

〇前政権の「政府・与党合意」について、石井知事は「『新幹線の利益はJRに帰属し、並行在来線の赤字

だけを地方が負うのは、バランスを欠いた仕組み』と指摘。JRが並行在来線の経営を支援する方法として、

『いろんな可能性がある』とした上で、JRが国に支払うレール使用料などの『貸付料』の相当部分を経営安

定に役立てることや、JRの第３セクターへの運営参加、JRが当分の間運行し地元自治体が協力することを

例示した。」

＜出所＞ 「北日本新聞」2010年1月29日付

〇「具体案としては、JRから国に支払われる貸付料の相当部分を並行在来線の支援に充てるという之まで

の提案に加えて、『頭の体操としては、JR（資本）参加してもらうのもある』とした。開業後、当面の間はJRが

運行するという案にも言及した。」

＜出所＞ 「富山新聞」2010年1月29日付

(16)JR西日本の主な株主と所有株式数の割合

・日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口4G)（所有株式数割合5.75%）、

・日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口)（5.58%）

・日本マスタートラスト信託銀行株式会社(4.92%)

・みずほコーポレート銀行(3.23%)

・三井住友銀行（3.20%）

・三菱東京UFJ銀行(3.15%)、

・日本生命保険相互会社(1.75%)、

・住友信託銀行(1.60%)、

・第一生命保険相互会社(1.50%)

＜出所＞ 西日本旅客鉄道株式会社有価証券報告書（平成20年4月1日から平成21年3月31日）より
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(17)JR西日本の主な経営指標の推移

決算年月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月

営業収益 1,220,847 1,240,098 1,262,935 1,290,190 1,275,308

経常利益 95,933 102,181 104,154 108,857 94,850

当期純利益 58,996 46,525 56,791 57,707 54,529

純資産額 524,357 564,254 637,849 670,838 689,602

総資産額 2,364,322 2,355,968 2,401,667 2,462,831 2,461,889

一株当たり純資産

額(円) 262,232.61 282,245.00 303,906.52 322,294.60 339,113.24

一株当たり当期純

利益額(円) 29,462.96 23,281.96 28,415.07 28,954.78 27,729.03

自己資本比率 22.2% 23.9% 25.3% 25.9% 26.7%

自己資本利益率 11.8% 8.5% 9.7% 9.3% 8.4%

株価収益率（倍） 14.8 21.3 19.1 15.1 11.3

営業活動によるキ

ャッシュ・フロー 142,970 164,080 188,618 222,183 178,840

従業員数 43,118 43,093 43,354 44,606 45,240

（単位：百万円、純資産額は円、従業員数は人）

＜出所＞ 西日本旅客鉄道株式会社有価証券報告書（平成20年4月1日から平成21年3月31日）より

(18)JR西日本とJR東日本の内部留保・2009年3月期より試算

連結剰余金 資本剰余金 退職給与引当金 長期負債性引当金 内部留保額

JR西日本 5,312 550 2,927 155 8,944

JR東日本 14,247 967 6,444 50 21,708

＜出所＞ 西日本・東日本旅客鉄道株式会社有価証券報告書より 2009年3月現在 （単位：億円）

●JR西日本とJR東日本の内部留保・2005年3月期

連結剰余金 資本剰余金 退職給与引当金 長期負債性引当金 内部留保額

JR西日本 3,653 550 1,997 0 6,200

JR東日本 8,566 966 5,989 286 15,807

＜出所＞ 2006年国民春闘白書「主要企業の連結内部留保」より 2005年3月決算 （単位：億円）

●JR西日本とJR東日本の内部留保の増加額と伸び率（2005年3月期と2009年3月期比較）

連結剰余金 資本剰余金 退職給与引当金 長期負債性引当金 内部留保額

JR西日本 1,659 0 930 155 2,744

320.19% 314.73% 100% 144.25%

JR東日本 5,681 1 455 -236 5,901

166.32% 100.1% 107.59% 173.33%

＜出所＞ 上記資料より作成 （単位：億円）

（注）内部留保額は、「連結剰余金」「資本剰余金」「退職給与引当金」「長期負債性引当金」の合計額として計算。
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(19)北陸新幹線の収支見通しについて

＜出所＞ 2009年10月11日 新潟市で開催された学習会への提出「資料」より転載
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(20)管理費他路線の7倍／青い森鉄道

県は十八日、県議会自民党会派の議員総会で、並行在来線に関する課題を説明した。青い森鉄道目

時－八戸間では貨物列車の走行を維持するため、旅客のみの民営鉄道に比べ設備管理費が約七倍に跳

ね上がっていることなどが示され、議員らからは同鉄道の青森開業に向け「国との負担軽減の交渉を工夫

すべきだ」との意見が出た。

県側は、東北地方の中小民営鉄道十一社の輸送密度と地上設備維持管理費との関係を調査。青い森

鉄道の一キロ当たりの一日の輸送人数は千百四十四人で、管理費は一キロ二千九百七万八千円だが、他

の鉄道では輸送実績が同程度の場合、平均的な管理費が約四百万円にとどまっている。県はこの差額をJ

R貨物が負担すべきだと主張した。

県の説明を受け、中谷純逸議員は「貨物列車が走り、青い森鉄道と同じ立場にある『いわて銀河鉄道』と

強く連携を取ってほしい」と要望。このほか県側は、青い森鉄道が青森開業に向け、職員六人からなる準備

室を県庁内に七月一日に設けることなどを報告した。

＜出所＞ 2008年6月19日「東奥日報」Web版より

(21)EUなどの鉄道貨物輸送について

(2) ＥＵ諸国の貨物鉄道輸送政策に学びモーダルシフトの推進を

京都議定書は、2008年から2012年までの間に、90年比で6％の温暖化ガス排出削減を求め、2013年から

はさらに6％以上の削減を求めています。国の「新総合物流大綱」は、モーダルシフト化率（長距離輸送に

おける鉄道・内航分担率）を2001年の38.6％から2010年には50％にすることをかかげました。しかし、新たな

「総合物流施策大綱」(2005-2009)は、CO2削減が運輸部門ですすんでいないとしてさらなる達成を求めて

います。CO2の削減は国家的目標であり、国際公約です。

トラック輸送業者は、10年間でおよそ15,000事業所、年間1,400事業所の増加です。抜本的なモーダル

シフト対策が求められています。

ＥＵ諸国は、①鉄道のインフラへの支援、②複合貨物輸送を支援し貨物輸送量の増大、③トラック輸送

の規制、という3つの考えのもとで貨物鉄道運輸政策をすすめています。また、イギリスは、①貨物施設補

助、②線路使用料補助という二つの補助制度を環境便益という考え方のもとにすすめています。この補助

金は、①混雑、地球温暖化など環境価値がどの程度発生するかを計算し、②鉄道輸送は、トラックと比べて

積み替えなどのリスクがあるため、そのリスクを勘案して補助、③トラックと競争が激しい短距離でも環境価

値を考えて線路使用料の上限を超えて補助金を支出する制度を確立しています。

このようなＥＵ諸国の貨物鉄道輸送政策も取り入れた国の貨物鉄道輸送政策を推進することです。

(3) 国の責任で全国鉄道ネットワーク・サービスの維持を

国の地域公共交通、地方鉄道の政策に新しい流れがおきています。今年6月には、住民参加を法律そ

のものに位置づけた「地域公共交通の活性化及び再生法」が成立しました。2003年3月には、鉄道の機能

を再認識し、国が地方鉄道の存続に「今まで以上に関与」し、並行在来線については「地元に密着した鉄

道として関係自治体が支援していくほか、国としても他の地方鉄道一般に対する措置と同様に適切に対応

していく必要がある」とした「地方鉄道復活のためのシナリオ」(国土交通省、地方鉄道問題検討会)が発表さ

れています。今年6月19日国土交通省は、「交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会・中間とりまとめ」を

発表し、「少子高齢化の進展、人口減少の始まり、モータリゼーションの更なる進行」などに伴って経営が悪

化している鉄道の現状打開へ、「地方鉄道のネットワークとサービスの維持・活性化」を直ちに具体化を図る

べきとして「地域振興、観光振興、まちづくり、地球温暖化対策などの分野でも鉄道は極めて重要な役割を

担う」鉄道のネットワークとサービスの充実を求めています。

これらは、鉄道が線的移動を定時運行で確保できる信頼性の高い交通としての価値が見直されているの

ですが、財源的手当はなんらとられていますせん。また、意欲のある地域、「頑張る地域」には支援をすると

いう国の論理が貫かれていることにも注意を払うべきで、JR経営から分離した並行在来線は、どこでも国が

真っ先にあらゆる面から支援する仕組みをつくるべきです。
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北陸信越地域のJR線には、いわゆる枝線と呼ばれる大糸線、氷見線、城端線、七尾線があります。JR貨

物は、枝線を守り「貨物輸送ネットワークを寸断せず維持してほしい」（「富山新聞」2007年6月29日付、自民

党新幹線合同会議で）と述べていますが、この貨物ネットワークを維持する責任は国にあります。

まして枝線は、並行在来線ではなくJR線として引き続き運行されなくてはなりません。北陸新幹線の開業

で、移動人口に期待して観光開発をすすめようとしても在来線とのシームレスな運行がなければその効果

は半減です。

＜出所＞ 北陸新幹線開業後の北陸本線・信越本線を展望して暮らしと地域産業を支え、地球環境に役立つサステイナブ

ル・トレーンへの提言（第1次案）2007年8月11日北陸新幹線・並行在来線問題連絡会

◆欧州の鉄道貨物については、5県「提言」資料集の<資料4-4> 欧州における地球環境問題解決のための貨物鉄道への支

援策をご覧ください。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/5renrakukai/5kentigen1siryo.pdf

(23)来春、上下4本廃止/青い森鉄道

青い森鉄道（本社八戸市）は18日、来年3月13日に、一部列車の見直しや時刻修正を行うと発表した。三

戸－八戸間のうち、特に乗客が少ない日中の上下4本を廃止、運行本数を上下36本とする。快速列車2本

のうち、夜の上り1本を各駅停車に変更、快速は朝の上り1本だけとなる。

2002年12月の営業開始後、減便は初めて。JR時代の運行本数（特急除く）より13本多いダイヤで運行し

てきたが、利用実態を踏まえて見直す。朝夕の通学・通勤時間帯の運行本数は変わらない。

一方、快速は、02年の営業開始時は上下8本を運行したが、段階的に減便していた。

このほか、上下6本に1～19分の変更がある。

＜出所＞ 2009年12月18日「東奥日報」Web版より

http://www5e.biglobe.ne.jp/~thlt/5renrakukai/5kentigen1siryo.pdf
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(24)いわて銀河鉄道の通学定期の激変緩和措置と通学定期特別支援措置

＜出所＞ IGRいわて銀河鉄道


