ＪＲ北海道の経営改善について（平成30年7月27日公表）
ＪＲ北海道は厳しい経営状況に置かれており、平成２８年１１月に単独では維持困難な線区を公表して、地域と協議してきた。
今般、国土交通省よりＪＲ北海道に対し、ＪＲ会社法に基づき、下記「１．ＪＲ北海道の経営改善に向けた取組」に掲げる取組を着実に進めるよう監督命令を発出するとともに、国の支援
として、下記「２．関係者による支援・協力」を公表した。

１．ＪＲ北海道の経営改善に向けた取組

２．関係者による支援・協力

ＪＲ北海道は、北海道新幹線の札幌延伸の効果が発現する
平成４３年度の経営自立を目指して、徹底した経営努力を行う。

ＪＲ北海道の徹底した経営努力を前提として、経営自立までの間、国、地方自治体、
関係者等が必要な支援・協力を行う。国の支援の根拠となる法律の規定に付された
期限内の平成３１年度及び３２年度の２年間における国の支援は、以下のとおりとする。

○札幌市圏内における非鉄道部門も含めた収益最大化
○新千歳空港アクセスの競争力強化（快速エアポートの増強）

（１） 利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が必要な線区における
鉄道施設及び車両の設備投資及び修繕への支援

○インバウンド観光客を取り込む観光列車の充実
○コスト削減や意識改革

など

新幹線札幌駅（イメージ）

＜事業範囲の見直しについて＞
・鉄道よりも他の交通手段が適しており、利便性・
効率性の向上も期待できる線区
地域の足となる新たなサービスへの転換を進める。
・利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの
構築が必要な線区
平成３１年度及び３２年度を「第１期集中改革期
間」とし、ＪＲ北海道と地域の関係者が一体となって、
利用促進やコスト削減などに取り組み、持続的な
鉄道網の確立に向け、２次交通も含めたあるべき
交通体系について、徹底的に検討を行う。

（※）地方自治体等からも同水準の支援が行われることを前提に、
具体的な仕組みについては、地方自治体等との協議も踏まえ、今後検討・調整。
道内自治体の厳しい財政状況を踏まえ、地方財政措置を要求。

（２） 貨物列車走行線区における貨物列車の運行に必要な
設備投資及び修繕等への支援
（３） 青函トンネルの維持管理への支援
（４） 経営基盤の強化に資する前向きな設備投資への支援
観光列車の充実

鉄道施設の設備投資や修繕

総額（２年間） ４百億円台 （額は今後確定）
（１）から（３）までは全額助成、（４）は助成１／２、無利子貸付１／２

第１期の検証を行い、着実な取組が行われてい
ることを前提に、平成３３年度から３５年度までの
「第２期集中改革期間」に移行する。
取組の結果を毎年度検証し、最終年度（平成３５
年度）には総括的な検証も行う。利用者数等の目
標に対する達成度合い等を踏まえ、事業の抜本的
な改善方策についても検討を行う。
ＪＲ北海道の経営計画等に盛り込まれた取組につ
いて、四半期ごとに鉄道局とともに検証し、情報を
開示。数値目標の達成状況を迅速に検証し、速や
かに改善方策を講じるため、部門別の収支管理な
どの体制を整備。

貨物列車の運行

青函トンネル排水設備

快速エアポート

平成３３年度以降については、ＪＲ北海道及び地域の関係者の取組の着実な進展を
前提として、国の支援を継続するため、所要の法律案を国会に提出することを別途検
討する。
上記の資金面の支援に加え、ＪＲ東日本から、新幹線ネットワークを活用した連携、
人的支援、技術支援、観光分野の協力など、最大限の協力・支援を求める。
国は、新幹線の高速化について、物流の確保にも配慮した上で検討を進める。
ＪＲ北海道「単独では維持困難な線区について」
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事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令

貴社は、地域の人口減少や他の交通手段の発達に伴い、厳しい経営環境
に置かれている。こうした厳しい経営環境の下で、貴社は、平成２８年１１月に、
単独では維持することが困難な線区を公表し、これまで地域の関係者との協
議を続けてきた。これを受けて、国土交通省においては、貴社の事業範囲の
見直しや経営自立に向けた方策について、関係者とともに検討を行ってきたと
ころである。
貴社は、国鉄改革の趣旨に則り、徹底した経営努力によって収支を改善し
て、経営自立を図る必要がある。その上で、関係者による相互の連携及び協
力の下で、将来にわたって持続可能な交通体系を構築するとともに、他の輸
送機関とも適切に役割を分担して、必要な輸送力の確保に努め、地域におい
て求められる輸送サービスの提供を的確に行っていく必要がある。
これらを踏まえ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する
法律第１３条第２項の規定に基づき、別添「ＪＲ北海道の経営改善について」
の１．に掲げる取組を着実に進めるよう命令する。
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起
算して３月以内に、国土交通大臣に対し行政不服審査法（平成２６年法律第６
８号）に基づく審査請求をすることができる。
また、この処分について訴訟により取消しを求めるときは、処分があったこ
とを知った日から６月以内に、国を被告として行政事件訴訟法（昭和３７年法
律第１３９号）に基づく処分の取消しの訴えを提起することができる。

別添
平成３０年７月２７日
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ＪＲ北海道の経営改善について
ＪＲ北海道は、地域の人口減少や他の交通手段の発達に伴い、厳しい経営
環境に置かれている。こうした厳しい経営環境の下で、ＪＲ北海道は、平成２８
年１１月に、単独では維持することが困難な線区を公表し、これまで地域の関
係者との協議を続けてきた。これを受けて、国土交通省においては、ＪＲ北海
道の事業範囲の見直しや経営自立に向けた方策について、関係者とともに検
討を行ってきたところである。
ＪＲ北海道は、国鉄改革の趣旨に則り、徹底した経営努力によって収支を
改善して、経営自立を図る必要がある。その上で、関係者による相互の連携
及び協力の下で、将来にわたって持続可能な交通体系を構築するとともに、
他の輸送機関とも適切に役割を分担して、必要な輸送力の確保に努め、地域
において求められる輸送サービスの提供を的確に行っていく必要がある。
これらを踏まえ、ＪＲ会社法に基づき、ＪＲ北海道に対して、経営改善に向け
た取組を着実に進めることを命ずることとする。
１．ＪＲ北海道の経営改善に向けた取組
北海道新幹線の札幌延伸の効果が発現する平成４３年度に、ＪＲ北海道が
経営自立することを目指す。この目標の達成に向けて、ＪＲ北海道は、次の事
項をはじめとする収益の増加とコストの削減に取り組み、徹底した経営努力を
行うものとする。
札幌市圏内における非鉄道部門も含めた収益の最大化
新千歳空港アクセスの競争力の一層の強化
インバウンド観光客を取り込む観光列車の充実
北海道新幹線の札幌延伸に向けた対応
ＪＲ貨物との連携による貨物列車走行線区における旅客列車の利便性の
一層の向上及びコスト削減
経営安定基金の運用方針の不断の見直しを通じた運用益確保
ＪＲ北海道グループ全体を挙げてのコスト削減や意識改革
地域の関係者との十分な協議を前提に、事業範囲の見直しや業務運営
の一層の効率化
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事業範囲の見直しについては、鉄道よりも他の交通手段が適しており、利
便性・効率性の向上も期待できる線区において、地域の足となる新たなサー
ビスへの転換を進める。
また、利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が必要な線区
においては、平成３１年度及び平成３２年度を「第１期集中改革期間」とし、ＪＲ
北海道と地域の関係者が一体となって、利用促進やコスト削減、実証実験や
意見聴取などの取組を行い、持続的な鉄道網の確立に向け、２次交通も含め
たあるべき交通体系について、徹底的に検討を行う。その際、国は交通体系
のあり方の検討を行う地域の関係者に対して、必要な支援を行う。その上で、
「第１期集中改革期間」の検証を行い、着実な取組が行われていることを前提
として、平成３３年度から平成３５年度までの「第２期集中改革期間」に移行す
るとともに、第１期集中改革期間の検証結果を第２期集中改革期間における
取組に反映する。
ＪＲ北海道と地域の関係者は、集中改革期間における取組の結果を毎年度
検証し、最終年度（平成３５年度）には総括的な検証も行う。その際、利用者
数等の目標に対する達成度合い等を踏まえ、事業の抜本的な改善方策につ
いても検討を行う。
ＪＲ北海道は、今年度中に、これらの徹底した経営努力を盛り込んで、第１
期集中改革期間の事業計画を策定するとともに、平成３１年度から平成３５年
度までの中期経営計画及び平成３１年度から平成４２年度までの長期経営ビ
ジョンを策定する。
経営改善を確実なものとするため、これらの計画やビジョンに盛り込んだ取
組については、四半期ごとに鉄道局とともに検証を行い、情報を開示する。数
値目標の達成状況を可能な限り迅速に検証し、速やかに改善方策を講じるこ
とができるようにするため、部門別の収支管理などの体制を整える。
外部の厳しい意見・アドバイスを経営に反映させる仕組みを構築する。
２．関係者による支援・協力
ＪＲ北海道が徹底した経営努力を行い、地域の関係者と一体となって、前半
の２年間における第１期の取組、集中改革期間の５年間における取組、経営
自立に向けた１２年間の取組を各段階で着実にこなしていくことを前提として、
その間、国、地方自治体、関係者等が必要な支援、協力を行うことにより、ＪＲ
北海道の収支改善を図り、経営自立を目指す。
2

国の支援は、国鉄清算事業団債務等処理法の規定に基づき、鉄道運輸機
構を通じて行う。同法の規定に付された期限内の平成３１年度及び平成３２年
度の２年間における国の支援及びその総額は、以下のとおりとする。
（１） 利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が必要な線区に
おける鉄道施設及び車両の設備投資及び修繕に対する支援
（※）地方自治体等からも同水準の支援が行われることを前提に、具体
的な仕組みについては、地方自治体等との協議も踏まえ、今後検討・
調整する。道内自治体の厳しい財政状況を踏まえ、必要な地方財政措
置が講じられるよう要求を行う。
（２） 貨物列車走行線区における貨物列車の運行に必要な設備投資及び修
繕等に対する支援
（３） 青函トンネルの維持管理に対する支援
（４） 経営基盤の強化に資する前向きな設備投資に対する支援
総額（２年間） ４百億円台
なお、額は今後確定する。
（１）から（３）までは全額助成、（４）は助成１／２、無利子貸付１／２
平成３３年度以降については、国鉄清算事業団債務等処理法の規定に付
された期限が到来することから、その時点において、ＪＲ北海道及び地域の関
係者の取組状況を検証し、着実な進展が確認されることを前提として、ＪＲ北
海道の健全な経営を確保するための枠組みを構築するとともに、ＪＲ北海道
の経営自立に向けた国の支援を継続するため、所要の法律案を国会に提出
することを別途検討する。
上記の資金面の支援に加えて、鉄路が直接つながるＪＲ東日本から、新幹
線ネットワークを活用した連携や、人的支援、技術支援、観光分野における協
力など、最大限の協力・支援を求めることとする。
また、国は、平成４２年度末における北海道新幹線の札幌延伸を見据えて、
東京と札幌を結ぶ新幹線の最大限の高速化を実現するための方策について、
北海道と本州の間の物流の確保にも十分配慮した上で、必要な検討を進める
ものとする。

3

ＪＲ北海道単独では維持困難な線区について
JR北海道単独では維持することが困難な線区
（１３線区・１,２３７.２km）

（単位：億円）
稚内

輸送密度200人未満(片道100人未満)の線区

運営赤字とは別に老朽土木構造物の維持更新
費用として今後２０年間で必要な費用

持続可能な交通体系とするためにバス等への転換について
相談を開始します

（輸送密度200人未満の線区）
○名寄-稚内
（▲27億円）

輸送密度200人以上2,000人未満の線区
鉄道を維持する仕組みについて相談を開始します

札沼線

北 海 道
医 療大 学 － 新十津川

根室線

富 良 野 － 新

得

※ ２２

留萌線

深

萌

３０

既に「持続可能な交通体系のあり方」について

合

話し合いを始めている線区
〃

川 － 留

５８

計

※台風災害の復旧費用は含まず

名寄

（方向性が出た線区）

６

○旭川-名寄
（▲22億円）

網走

留萌
旭川
○深川-留萌
（▲7億円）

JR北海道単独で維持可能な線区 等

新旭川
深川

新十津川

（１１線区・１,１５０.７km）

○医療大学-新十津川
（▲4億円）

当社単独で維持可能な線区

小樽

○滝川-富良野
（▲13億円）

岩見沢
夕張

桑園
○長万部-小樽
（▲23億円）

北海道高速鉄道開発㈱関連線区

追分

南千歳

当面はJR北海道で維持していきますが、線区を持続的に維
持するために北海道高速鉄道開発㈱との関連で検討します

新千歳空港

北海道新幹線（平成42年度末までに札幌開業）

東室蘭
室蘭

帯広

○帯広-釧路
（▲39億円）

釧路

（単位：億円）

○苫小牧－鵡川
（▲4億円）

○鵡川－様似
（▲9 億円）

区

様似

経営分離されるまでの間、施設のスリム化などに取り組み
効率的な運営を行います

大沼
新函館北斗

七飯

五稜郭

小

函館

新青森

分

平成27年度
平成28年度
営業損失

輸送密度200人未満
の線区
輸送密度200人以上
2,000人未満の線区
既に話し合いを
始めている線区

131
１２５

計

161
１５８

北海道高速鉄道開発
関連線区

合

※輸送密度は平成27年度実績基準

○釧路-根室
（▲10億円）

（▲13億円）

森

北海道新幹線札幌開業に伴う経営分離区間

東釧路

沼ノ端○沼ノ端-岩見沢
鵡川

○函館 -長万部
（▲56億円）

根室

○富良野-新得
（▲ 9億円）

新夕張○新夕張-夕張
（▲2億円）

苫小牧
長万部

○東釧路-網走
（▲15億円）

富良野

新得

札幌

北見

○富良野-旭川
（▲10億円）

滝川

北海道
医療大学

○新旭川-網走
（▲39億円）

計

※管理費を含む（単位未満四捨五入）
※日高線は平成26年度実績
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