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基調講演

ただいまご紹介いただきました田村でございます。
今日は、「北海道発展のポテンシャル」という大きな
タイトルでお話をさせていただきます。お話の中で
は、副題の「技術革新と連携による社会資本の新たな
挑戦」がキーワードになりますが、4章立てで準備を
してまいりました（図－1）。

早速、北海道から日本を変えるという問題提起から
お話します（図－2）。
北海道開発の目的は、かつては「わが国に貢献する」

でした。それが「わが国の課題を先行して解いていく」
へと変化して参りました。わが国の少子高齢化の課題
や、道路、河川といった社会資本の維持管理・更新問
題を、北海道から先進的に解いていこうではないかと
いうわけであります。
戦後の石炭・食料などの国内資源開発と海外から
の引揚者収容に始まり、重化学工業と食料品製造業の
推進など、2008年の7期計画ができる前までは「北海
道は日本全体に何ができるのか」を開発目的にしてお
りました。10年毎にその時々の開発目的を掲げて、わ
が国土の約4分の1という広大な面積を占めるものの
ほとんどが未開発であった積雪寒冷の地に、大規模な
農業開発、産業拠点の開発、交通ネットワークの形成、
生活環境等の整備が、国の主導によって継続的に実
施されてきました。この流れが、2008年の7月に閣議
決定された第7期の北海道総合開発計画から変わった
のです。第7期の開発目的は「食の安全保障と地球環
境保全」というわが国の中心課題であり、それを北
海道から先に解いてゆくとして、北海道が問題解決
先導地域となったのです。2016年3月に閣議決定され
た8期計画の目的は「食と観光で世界水準の価値創造
する」です。
2008年は、わが国の国土計画が全国総合開発計画か
ら国土形成計画に変わった時です。全国の広域地方計
画と北海道の開発計画は法律上独立しているのです
が、国土計画という視点では全国に10個ある地域ブロ
ックのひとつが北海道総合開発計画であると考えられ
ています。しかし、北海道総合開発計画という名前が
示す様に、この計画には2つの特長があります。ひと
つは「開発」という名前であり、他の1つは「総合」
という名前が付いていることです。そのことが、北
海道には日本を変える1つの大きな要素・条件が備わ
っている、といえる理由にもなっているのです。開発
という言葉を国土計画の中で使っているのは、沖縄と
北海道だけです。もう1つの総合という言葉も重要で、
国交省のみならず農水とか経産などの国の他の機関、
それから北海道庁、市町村、民間企業、市民NPO、
金融機関などとの総合調整を行って計画を立案し実践
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していることです。開発行政として、土木の持ってい
る現場主義といいますか、現場の力を上手く発揮して、
総合調整をできる環境が北海道にはあるということで
す。
もうひとつの北海道から日本を変える条件として、
北海道は1周遅れのトップランナーであることが挙げ
られます。今、北海道からわが国の課題を解決してゆ
くのにタイミングが絶妙によいのです。国勢調査によ
りますと、北海道は今から約20年前の1995年で569万
人、2015年538万人となり、20年間で30万人の減少です。
これから20年先の2040年には現在より120万人少ない
419万人になると推定されています。年1万人強の人口
減少が、年5万人の減少へと、減少する速度が大きく
なる。しかも、広域分散型の地域構造を持つ北海道に
於いては、地方部の人口減少が大きくなります。本州
に比べて、北海道の人口減少率、そして高齢化率は高
く、そのことがわが国の問題が早く発現する地域なの
だということです。負の条件下なのでありますけれど
も、問題を解く環境は北海道に備わっているというこ
とです。
例えば、地域にとって使いやすい社会資本を1周遅
れで北海道から造っていけるではないかということ
です。全国には2500キロの未完成の高規格道路区間
があります。そのうちの30％である700キロメートル
が北海道にある。いかに速く、このミッシングリン
クを繋ぐかは北海道の悲願なのでありますが、本州に
おける「造った後どう使うかという時代」を先行して、
使いやすいインフラを造ろうということであります。
しかも、人口減であり少子高齢化を迎えている北海
道において、その将来の課題も併せて解いていくよ
うな、インフラを造っていけないかということであ
ります。
結論でも申し上げますけれども、まず計画として総
合開発計画を持っている北海道であること。歴史的に
も積雪寒冷地の技術を含めて、独自の土木技術を現場
主義で解いてきた実績があること。加えて、少子高齢
社会が加速しておりそれに適合した社会資本整備がで
きること。この3つをもって、少子高齢社会の課題、
地方創生の問題を先行して北海道から解いていこうで
はないかということであります。では、具体的にどう
解くのかという話を、今日は申し上げようということ
であります。
2008年という年は、北海道のみならずわが国の国土
計画の転換点だというお話をしました。北海道開発の

ポテンシャルをお話しする上で、何故、法律を変える
必要があったのか、を次にお話します。
まず、何が変わったかの説明です。2018年は明治新
政府ができて150年目に当たりますが、近代国家を建
設するため明治政府は鉄道や河川などの社会資本整備
を行います。整備においては、国の一元管理の下で社
会資本を造ってきました。税金を納める需要者は社会
資本の整備を望んでいると考えて、整備をしてきた。
一元管理ですから、規格を作って大量に造ることがで
きます。その流れが大きく変わったのです。この図で
は2000年になっておりますが、2000年頃、造る時代か
ら使う時代へと整備の目的が変わり、使う人たちの意
見をよく聞いて、需要と供給を調整しながら社会資本
を造っていく時代となりました。
社会資本整備は、これまでに構築してきたその蓄え
を活かして、持続的で環境にやさしい社会資本へと再
整備する時代に入ったのです。具体的には、国民の価
値観が“モノの豊かさ”から“心の豊かさ”を重視す
る方向へ変わってきました。このため、社会資本に対
する国民のニ－ズも、わが国の国土や地域が本来有し
てきた風土、伝統、文化から生成される良さ、美しさ
を取り戻すことを求めています。また、今後、わが国
では、人口減少によって低利用な社会資本が生じてき
ます。そこで、社会資本の機能や資産価値を改めて評
価し、適切と認められた場合は、社会資本の撤去や他
用途への転用を行って、そこで新たに生まれた空間に
自然や景観を回復することも重要となってきます。
2070年は、土木学会ではすごく大事なターニングポ
イントと言われているのですが、今から50年後におい
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て減少する日本の人口が安定した段階で、どこまで道
路、河川を残しておけばいいのかという課題を、今学
会をあげて解きはじめています。
このように2008年は、物を造るというプロダクトの
時代から次のプロセスの時代へ入った転換のときなの
です。2070年という長期の需要も含めて、利用する
人々、あるいは日本の国民とともに、インフラのある
べき姿を追い求める時代になったということです（図

－3）。

図－3

次に本題の、何故、法律を変える必要があったのか、
についてです。2008年に閣議決定された国土形成計画
を立案するにあたり、先行事例として、ドイツとフラ
ンスの総合計画を国は丹念に調べました。何故なら、
ドイツとフランスも1990年代末に計画を大きく変更し
ていたからです。
まず、ドイツであります。ドイツは連邦制をとって
いますが、1965年の国土計画から1996年までの31年
間、国が一元的に国土計画を作ってきました。その流
れが1997年の新しい国土計画から変わったのです。理
由は、地域の競争的自立が重要になり、文化面でも地
域の多様化が進んできている。加えて、行政面でも小
さな政府を目指す分散的システムが推奨されていると
いうものでした。州単位で地方計画を作りそれを連邦
政府がバインドして全国計画とする、という新しい方
法で計画が立案されました。計画内容も広域生活圏の
多様性を計測し、地域固有の自立を図るためのものに
変更されました（図－4）。

図－4

わが国では、地方創生と言いながら、経済成長を続
ける話、鉄道・道路・空港の民営化を進める話が中心
ですが、ドイツでは地方部の暮らしをどうするか、地
球環境問題をどうするのか、という経済成長以外の話
も重要な政策として位置づけられています。計画目標
に、経済のみならず、社会と生態が明示されています。
その目標に沿って、分野として、地方部に関わる集落
構造と都市サ－ビスを、都市部に関わる交通・情報と
企業経済の2つを位置づけています（図－5）。
ドイツのように、交通・情報分野はグローバルの中
で位置づけて扱うことが多いのですが、北海道の開発
計画では、町村にない都市サ－ビスを近接する地域の
中心都市との交通・通信を整備して提供するとの考え
で、地方部の重点整備分野にも交通・情報を位置づけ
ております。勿論、新千歳空港や苫小牧港のグローバ
ルな人流、物流拠点をどうつくっていくかということ

図－5
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も議論しています。
次はフランスです（図－6）。フランスでは1995年に、
これまで同様の交通網整備を中心とした国土計画の案
が作られました。それをパブリックコメントする段に
なって、フランス国民から我々の移動ニーズに応えて
いないということで、否決されてしまいます。もうひ
とつの否決理由は地球環境問題への配慮に欠けている
点でした。慌てたのは国の政府のほうで、4年がかり
で、99年に新しい計画を作り直したのです。
新しい計画では、かつての交通網整備を中心とする
計画づくりを捨てて、教育・研究、文化、保健衛生、
情報・通信、エネルギー、自然・農村、スポーツの7
分野に交通を加えた8分野からなる国土の総合計画を
土木屋がつくったのです。
2008年の国土形成計画づくりには私もお手伝いし、
ドイツ・フランス・イギリスなどの国土計画の潮流
をレビューしました。ドイツの地方分権の部分は取り
込んだのですが、残念ながら国土交通省の所掌する分
野を超えられないということでフランスの総合計画
づくりを取り入れることはできませんでした。しか
し、北海道の8期計画には、フランスの総合計画づく
りの手法を取り入れて計画が作られたということで
す。

図－6

ここまでが1章の「北海道から日本を変える」とい
うお話です。次に2章の「これからの社会資本整備」
について述べます（図－7）。
ここでは3つのことをお話しいたします。皆さん驚
かれるかもしれませんが、最初は「国土交通省の迷い」
についてです。人口減少から生じる地域問題、少子高

齢化が進む地域の課題、それを解くことを北海道から
やろうではないかと言っているのですが、北海道局以
外の国交省は違うのです。迷いと書きましたが、超成
熟社会において、交通施策は直接的な地域活性化と結
びつかない、とまで言い切るくらいに、交通施策の目
的がトーンダウンしています。
2つめのお話は、このような状況にあって、進展す
る技術開発の部分は、国土交通省でも直接的な地域活
性化と結び付く可能性があるとしています。これまで
市場効率性には縁遠かった地方部にあって、自動運転
サ－ビスなどはビジネスに結びつきそうだと言ってい
ます。例えば、今、北海道の大樹町で行われようとし
ている自動運転は、ビジネスとして民間が率先してや
れる事業に発展しそうです。本日の副タイトルに挙げ
ました「技術革新と連携による社会資本の新たな挑戦」
の技術革新の部分です。
3つめのお話は、JR北海道の維持困難線区の問題に
みられるような、地方部の交通確保についてです。官
民連携と訳されるPPPの手法が、地方部の交通運営で
は必ずしも成果を挙げていないのではないか、という
お話です。
ここでは、この3つの視点からこれからの社会資本
整備について、お話をします。

図－7

最初の「国土交通省の迷い」についてです。国が抱
えている問題を分かりやすくするために、こういうス
ライドを用意いたしました（図－8）。なぜ官邸主導の
具体策に交通施策は登場しないのか、ということです。
交通経済学の分野では、1980年代より交通市場の規制
緩和が中心的研究課題でした。この研究分野から見る
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と、すでに国鉄や道路公団、そして空港の民営化、加
えてバスやトラックの岩盤規制は終わってしまってい
るということです。
今、北海道に於いても、JR問題、新千歳空港コン
セッションが驚くほど官邸主導で、我々北海道民が知
らない間にどんどん進んでいます。官邸主導となると
極めて速いスピードで施策が実施されてゆきます。の
んびりと進むより、私は良いことだと思うのでありま
す。しかし、JR維持困難線区のバス転換や空港コン
セッションは手段であって、地域活性化ということを
主目的にしている官邸主導の主要施策には基本的に乗
ってこないのです。
もう1つの国土交通省の迷いについて話します。市
場競争による効率化を維持しながらも解決しなければ
ならない現実の問題として、地方部や過疎地域の公共
交通の維持活性化、それから寒地土木研究所もたくさ
ん成果を残している老朽化した交通インフラの維持管
理更新問題、が残っているということです。
人々の選択を市場で扱うミクロレベルの議論では、
例えば、自宅から病院までの移動に鉄道を選びます
か、バスを選びますか、自動車を選びますか、と地域
住民に聞きます。しかし、人々はその選択に興味を持
って回答していないという事です。選択肢が異なって
いる。地域住民の関心事は、医療や教育、福祉のサー
ビス向上ではないでしょうか。自宅から病院までの各
交通手段の移動時間・費用・便数のみならず、病院の
診療科目、ベット数、日常的な健康管理から緊急事態
までをスム－ズに管理できる医療システムの選択を望

んでいます。手段を選択したいのではなく、目的に沿
った内容の選択をしたい。そこでは、複数の要因が相
互に補完しながら機能を発揮するシステムというマク
ロレベルでの選択が重要です。地域を善くしたいと考
えている住民は、自らの地域の文化や自然、土地を個
性と捕えて、医療・教育などの都市的サ－ビス、所得
や後継者などの生活の糧、さらにはコミュニティづく
りなどの人と人の結び付き、これらの組み合わせにこ
そ地域活性化の成否がかかっていると考えているので
はないでしょうか。
マクロレベルの人口減少とか高齢化の課題を、ミク
ロレベルの交通施策で解くことはできない。ここに国
土交通省の迷いが生じ、交通施策は直接的な地域活性
化と結びつかない、とまで言われるのです。
次のスライド（図－9）は補論としてまとめたもの
です。交通の規制緩和は終わったと言いましたが、交
通に関わる都市の土地利用規制は手つかずのままで
す。2017年8月22日、私も少し参加させてもらいまし
たが、財務省から道路局がお金を取ってくる10年間の
方針をまとめた建議がだされました。その中で、都市
における土地利用規制、一般にコントロールと言いま
すが、この言葉は新しく「都市のマネジメント」とい
う言い方に変わりました。理由は簡単で、昭和43年に
できた都市計画法を改正するのはとても難しいので
す。それよりは、法律改正ではなく、都市のマネジメ
ントに関わる新しいルールを作って立地適正化などで
対応をしようということです。
ここに建議に示された都市マネジメントの記述の一

図－8 図－9
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部を載せておきました。例えば「人間重視」であると
か「自転車との共存」ということで、法律的には車道
を走りなさいというけれども、自転車道が整備されて
いない現在、「混在」という考え方もあるといったこ
とが書かれてあります。それから、電線等の地中化に
合わせて、道路上および周辺の構造物や付属物を集約
撤去し、スマートな道路空間をつくるという話も書か
れています。
次に、原点に戻りまして「社会資本とは」について
です。経済学の定義で申し訳ございませんが、経済学
の世界では動産と不動産の2つしか扱いません。動産
の要素は4つだけ。人、もの、金、情報です。この4要
素が、蝶のようにパタパタと世界中を走り回っている
のです。そして、蝶たちは美しい花を見つけてピタッ
と止まります。どこに集まるのかというと、魅力的な
不動産のあるところです。グローバルに動産は動くけ
れども、ローカルな不動産の魅力を高めて、この動産
をかき集めましょう、こういうわけであります。
不動産も4つの要素から成る。土地、自然資本、教
育・医療などを含めた社会資本、最後に制度資本です。
制度資本を分かりやすく言うと憲法を持っているかと
か、国民の安全・安心に関する意識が高いか、などで
す。
不動産の4つの要素の1つが、開発土木研究所や我々
土木屋が担っている社会資本です。将来、この社会資
本をどのようにつくり替えていくのか、その内容次第
で世界中の人、もの、金、情報の集まり方が大きく変
わってくるということです（図－10）。

第2章の2つめの話題である「進展する技術開発」に
話を移します。
最初に申し上げるのは、ICTと防災についてです（図

－11）。河川分野の方々が一歩進んでおりますが、X
バンドのレーダーを使っての局地的な降雨予測もずい
ぶん進んで来ております。例えば将来、大雨や暴風雪
などの気象の情報から道路の各地点での交通障害がど
こで起きるのかということが事前に分かりますと、道
路のパトロールや迅速な通行止め、通行止め解除に使
えるでしょう。例えば、ここは3日以内に回復できる
道路、ここは1カ月以内に回復できる道路、という災
害に強い道路としての優先確保ルートが決められるの
ではないかということです。
これが決められると、利用する側もそれに応じて使
い方を変えてくる。その情報を住民や利用者に提供す
れば、地元企業や住民自らが判断して、リスクを回避
するようなことも、おのずと出てくるのではないでし
ょうか。
この事例は本当に一部です。新しい技術を使った防
災については、寒地土木研究所でもたくさんの事例を
持っておられます。これを北海道中に展開して、もっ
ともっと先行的に進めていったらどうだろうというこ
とであります。
次の「進展する技術開発」の例は、自動運転サ－ビ
スです。建議でも出ていますし、来年度の道路予算要
求にもたくさん出ている。これは国土交通省が考えて
いる、中山間地域における道の駅を拠点とした自動運
転サ－ビスです（図－12）。次のは高速バス停を拠点

図－10 図－11
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とした自動運転サ－ビスです（図－13）。これらは多
くの場合はビジネスになります。
私も北海道内のバス会社やタクシー会社から、こう
いうことを自分たちの地域でやろうと思うんだけど、
という話を受けています。あるバス会社は、途上国に
その技術を輸出したい、とまで言っています。
これは来年度の概算要求に書いてあった新技術です
が、ビッグデータを用いた社会実験はもう沖縄で行っ
ている（図－14）。ETC2.0を活用して、訪日外国人観
光客のレンタカー利用にピンポイントで事故、危険箇
所をナビゲーションするものです。それから先ほど説
明した自動運転サ－ビス。それに加えてオンライン配
車、カーシェアリングなどの技術もビジネスになりそ
うだということです。

それから次は物流のトラック輸送に関わる話です。
北海道への導入が効果的と思っているのですが、運転
手が少ないときにダブル連結トラックを走らせようと
いう話です。
次に、第2章の最後の話題である「地方部の交通確保」
について話します。
地方部の活性化と交通についてです。土木計画学と
いう学問分野でも、ここ3年くらいの中心的な課題に
なっています。わが国の産業を牽引してきた自動車産
業を中心とする製造業に着目して、過去20年くらいに
わたって生活圏単位で出荷額を調べますと、人口減少
していても1人あたりの生産額が増加している生活圏
が意外と多いのです。特に2014年、今から3年前であ
りますが、その年から中国での製造を国内回帰させる
日本企業が多い。例えばパナソニックは、秋田県・山
形県の中でも地方部の地域にある工場を再稼働させて
いる。あるいは、産業創出という言葉を使うのだそう
ですが、地方創生にあわせて、地方部から身近なビジ
ネスを起業しようという動きが始まっています。大分
県中津生活圏の3Dプリンタ－などが有名です。新し
く技術革新をしている芽を、田舎でちゃんと育てよう
ではないかという動きです（図－15）。
2070年を土木学会では大事なターニングポイントと
位置づけているという話を先にしました。今から50年
後、日本の人口が低位で安定してきた段階を想定して、
どこまで道路、河川を残しておけばいいのかという問
題を学会で解きはじめています。地方部での製造業復
活の話は、東京や札幌以外の地方部に雇用を作れる可
能性を意味します。どこに人口集積地をつくり、その

図－12

図－13

図－14
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拠点間をどのような交通で結び付けるかという議論で
す。地域レベルでのコンパクト・プラス・ネットワ－
クの議論です。ライフライン系も含めて、広がったネ
ットワークを縮退させるわけでありますから土木構造
物は減ってしまいますが、効果的に土木構造物を減ら
す方法を検討しているのです。
北海道の人口集積予測についてです。本州は製造業
の地方回帰をもとに将来の雇用量を予測し、そこが将
来の人口集積地になるか否かを検討しています。しか
し、北海道の製造業は脆弱です。雇用の波及効果は低
いのですが農水産業には新しい産業の芽があり、6次
産業化などが成功すれば地方部に人口集積地を作れる
かもしれません。
ここに示す様に、北海道の年収ランキングをみると
ホタテで有名な猿払が北海道では一人あたりの平均年
収が最も高く、全国でも4位となっています。軽種馬
の安平、酪農の別海、漁業の佐呂間と続きます。金額
でみると、猿払は札幌の平均年収306万円の2倍以上の
693万円です。札幌は全国から言うと393位で、北海道
では28番目です。札幌よりも、オホーツク海側の漁師
さんあるいは道東の酪農家は高い年収を得ている（図

－15）。
では、オホーツク海側の水産業の町や道東の酪農
業の町に、2070年の人口集積地域を描けるかという
と、まだまだ検討しなければいけないことが残ってい
ます。本州のような製造業とは違う形の北海道の絵姿
が描けそうだと思うのであります。しかし、みんなが
紋別とか中標津に集まって、一次産品の加工場を作り
都市的なサービスも集めて集住しましょうという形に
は、私はならないと思うのです。

現在、猿払・別海などに居住する所得の高い人は、
医療・買い物・教育などの都市サービスを得るために
お金をたくさん使っているというデータもあります。
学問的に地域創生の要点は、域外からお金を稼ぎ、稼
いできたお金を地域内で回すこと、とされています。
地域にない都市サービスを得るために広域生活圏の中
心都市や札幌へ移動することの時間かつ費用のロスを
減らすことの工夫が急がれます。
私はこの図をいろんなところで使っています（図－

16）。町村があって、その町村を含む広域生活圏の中
心都市があります。ここで地域を見るとき、3つの要
素が大切です。まず、生活の糧、収入があって後継者
がいなければ成り立ちません。次が、生活の輪。居住
することによって人々のネットワークが生まれます。
最後の要素が、生活の質で、医療、介護、教育に関わ
る部分。生活の質に関わる部分のみ、交通を使ってサ
ービスを充足できる。生活の質を高めるための移動手
段として、交通はどうあるべきなのかと。
土木業界、とくに交通に係わる土木屋さんは、施設
を造るところは頑張りますが、それを使ってサービス
を運用することにはあまり熱心ではありません。企業
経営や金融・保険までウイングを広げる土木の研究
者・技術者は少ないのです。
繰り返しになりますが、北海道には全国の中でもト
ップクラスの製造業である「農水産業の六次産業化」
があります。しかし、外で稼いだお金は地域内で十
分に循環されていないし、せっかく稼いだお金が移動
費用で使われている。JR北海道の維持困難線区の問
題にみられるような、鉄道を使うか使わないかではな
く、まず、地域の自立のために地域内の都市サービス

図－15

図－16
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をどこまで高められるのかから議論を始めるべきで
す。現状の地域交通サービスだけを切り取って来て、
その状況をいかに維持するかという観点で交通事業
の採算性をから考えるべきではない。地域活性化のビ
ジョンを描いて、それを実現するための総合的な施策
パッケージを用意し、地域経営の視点からビジネス化
してゆくことです。官民連携は、交通事業という狭い
分野ではなく地域経営という視点で、行うべきと思い
ます。
これは、紋別の「道を考える会」の方々が作成した
図です（図－17）。2015年のデータをもとに、分娩実
施中の周産期母子医療センターがある地域が白く塗ら
れた地域で、北海道に15市町しかない。濃い赤色で塗
られた地域は分娩できない地域です。紋別ではもう子
どもを生めない。ここ数年で、遠軽のお医者さんも、
旭川へ転勤してしまったそうです。

図－17

地方部の交通確保に関係して、少しだけ海外のお
話を致します。わが国は、国鉄の民営分割、道路公
団、空港と民営化を推し進めてきています。世界的に
は1978年のアメリカの航空規制緩和が、民営化の最初
と言われています。アメリカに次いで、イギリスのサ
ッチャ－首相が新自由主義を掲げて小さな政府を目指
しました。ここに民営化が進んだ論理を簡単に書いて
おきましたが、大切な点は、民営化に積極的な国はア
メリカ、イギリス、日本だということです。フランス
もオランダも世界中の多くの国は政府の持株会社をと
おして公有を維持しているのです。鉄道に関して言え

ば、フランス、スペイン、オランダ、スイスの4つの
国は、運賃収入が30％しかありませんから、70％は国
の補助で運営されています（図－18）。
これはEUの施策で、公共サービス輸送義務制度、
と呼ばれる不採算な地方路線へのEUの補助政策です
（図－19）。商業ベースでは採算の取れない輸送を実施
する義務があるというルールです。
どういう制度かというと、赤字と黒字の間に灰色の
路線を設け、地域が主体となって、灰色路線を黒字に
する5年計画を作り、それをEUが審査して期限付きで
補助を入れていく。残念ながら、日本は、赤字と黒字
の二分割方式しかありません。
地方交通の確保の最後として、官民連携のお話をし

図－19

図－18
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ます。PPP、パブリック・プライベート・パートナー
シップについてです（図－20）。
PPPの展開において、わが国で欠けている議論とし
て3つ挙げられています。1つは、契約時のリスクアロ
ケーションという問題です。今、新千歳空港を核とし
た道内7空港一括のコンセッションがはじまろうとし
ています。向こう30年間民間が経営するのですが、そ
の経営権を買う時に、新しい空港運営会社の需要予測
が過大であったなどのリスクが生じます。このリスク
をどのように分散して経営を進めるか、それを契約時
に示せるかという問題です。
2つめは、パフォーマンス・ベースの問題です。交
通業は一部のネットワークができても、そのネットワ
ークがもたらす効果というのは限定的です。PPP契約
時のネットワークが未完成な状況下での契約では、考
えていたネットワ－クが完成し予定していた利益が最
大限得られるまで、公がその運営を支えるルールが世
界的にあります。しかし、日本ではその考え方が浸透
していません。
3つめは、インテグレーション（統合）の問題です。
高速道路と空港のシムレスな連携、利用者ニ－ズにあ
った乗継システム、地球環境問題を考えた環境負荷が
少ない交通システムづくりなどです。先進国ならどこ
でも考えるのですが、その実施段階では縦割り行政の
壁が崩れないのです。利用者ニーズはちゃんと取り上
げられているか。地球環境問題とかエネルギー問題は
ちゃんと考えられているかと言われると、はなはだ不
安であります。

ここから新しいテ－マとなります。3番目の「多様
な連携」についてお話します（図－21）。
ここに示している「生産空間から世界水準の価値創
造を！」というキャッチフレイズは、2016年に閣議決
定された第8期の北海道総合開発計画のものです。そ
の下に書いてある「北海道国際輸送プラットホ－ム事
業」とは、北海道開発局港湾空港部とヤマト運輸が中
心となって組織した新しい事業です。グロ－バルな市
場に打ち勝って行く上での官民連携です。
「市場にのらない部分の問題解決」として、多様な
連携手法で問題解決を図れないかという提案をしま
す。

図－21

最初はグローバルな市場への多様な連携について
です。
このスライドは、8期計で示した北海道独自の空間
概念、「生産空間」を説明したものです（図－22）。皆
さんは「小さな拠点」という言葉を聞いたことがある
でしょうか。これは2回目の国土形成計画に書いてあ
ります。生産空間とどこが異なるのかですが、小さな
拠点は市町村単位なのです。市町村の役場のある市街
地へにぎわい空間をつくって地方創生を図ろうとして
いる。これに対して、生産空間では市町村の中にある
20～30世帯の生産現場、ホタテ漁師の集落、日高コン
ブ漁師の集落、観光で賑わうニセコヒラフ地区などを
生産空間と呼んでいます。図の水色の丸が基礎圏域、
そこには広域生活圏のような複数の市町村がある。赤
い丸は、十勝基礎圏域を例にすると中心都市である帯図－20
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広市です。青い丸の中には役場のある市街地といくつ
かの集落で構成されている生産空間があるということ
です。勿論、まだ生産空間を見つけられていない市町
村もあります。この20～30世帯からなる生産空間を活
性化させて、地方創生を図るのが8期計画です。基礎
圏域から世界水準の価値を創造すると書いてあります
が、注目しているのは基礎圏域の中に複数あるであろ
う生産空間です。

図－22

これは先ほど説明した北海道国際輸送プラットホ－
ム事業です（図－23）。生鮮食品・加工品の国際物流
を商流ベ－スから見直すもので、航空機による冷蔵・
冷凍小口輸送、海外おみやげ宅急便などを2012年度か
ら5年間行いました。2018年度からは一般社団法人北
海道国際流通機構を設立して、発展的展開を図ってお
ります。
ここに「先進国の優位性」と書いてあります（図－

24）。2008年の世銀レポートは、スペンスというシカ
ゴ大学の教授が書いたとても有名なレポートです。そ
こに、わが国を含めた先進国の優位性は何か、という
問いかけがあります。スペンスの同僚のクルーグマン
は、分かり易い言葉で、それを説明しています。それ
は、アジアは実物の生産で、北米は金融で優位性を発
揮するといっている。EUは予測が難しいが、日本は
製造業で優位性を発揮できますか？と問うている。
これに対する京都大学の小林潔司先生の回答が的確
で、概ね次の様であります。これからの製造業の生き

方は2つある。1つはアップル、グーグルに代表される
一点突破主義で突き進むタイプ。他の1つは、各途上
国の実情に合った製品をロ－テクでもよいから現地の
企業と一緒に作ってゆくタイプ。勿論、日本は後者を
選択するべきというものです。

図－23

　ポイントは、例えば上海のお金持ち層をターゲット
に北海道の六次産業をビジネス化していく場合、上海
の人たちが何を欲しているのか、その需要に合わせて
供給者側の作り方も変えていくというのです。もちろ
ん、先ほど言った猿払のホタテ、十勝の中西農協の長
いも、これらはみんな長い時間をかけて、世界の市場
を開拓し現在に至っている。この地道な努力を北海道

図－24
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中の生産空間に広げていこうということであります。
次のスライドに相互補完性と言う言葉が出てきます

（図－25）。コンプリメンテ－ションと英語で言うので
すが、地域経済の分野では流行の言葉です。コンプリ
メンタリティの高い関係とは、夫婦のように相思相愛
の関係になることです。北海道がこれを売りたいと言
っても売れない。相手の国が何を欲しているのか、あ
るいは上海のお金持ちの層が北海道に何をビジネスと
して求めているのか。こっちのビジネスだけではな
く、向こうのビジネスも、ちゃんと相思相愛で把握し
ようというわけであります。

図－25

そのためのステップとして3つのフェイズを説明し
たのがこの図です（図－26）。第一段階は、生産者が
中心となって供給サイドの視点でビジネスをする。相
互補完性を考えていないビジネスです。第二段階は実
験的なアプローチ。高橋知事がシンガポールへ行って
北海道産品のPRをしてくる、このようなステップで
す。最後の第三段階が起業。北海道のいくつかの地域
で既に行っているのですが、自分で業を起こして世界
に出ていく。
次のスライドは起業家が育つ過程を示したものです

（図－27）。最初の段階は市民参加型。北海道の現状の
多くは、市民やNPOが地域を善くするため一生懸命
にこの活動をしています。第二段階は、利害関係のあ
る者が集まって起業する。人づくりから地道に活動す
るレベルです。最終の第三段階は起業のレベルも高

く、練られた組織づくりや自己資金の調達をして大規
模に起業するというものです。
次に説明するのは、市場にのらない部分の問題解決
方法としての多様な連携についてです。本日の講演の
中の一番重要な部分で、北海道から日本の課題を説い
てゆくうえで、北海道から解法を全国に示してゆくこ
とが求められているものです。具体的な連携は「新た
な公」とか「新しい公共」という言葉も使われますが、
これまで官が税金を使って行ってきた公共サ－ビスの
一部を、地元の企業や住民・NPOが行うというもの
です。例えば、地方部の除排雪、公共交通機関の運行

図－26

図－27
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などを官ではなく民間企業や住民が行う。
このスライドにプラットホームと書いてあります

（図－28）。人材育成とか資金提供の仕組みがしっかり
していて、社会から信用されるものでないと、プラッ
トホームには人が集まって来ない。言うは易く、プラ
ットホームづくりは難しい。多くの地域で、色々なプ
ラットホームづくりがはじまっています。

図－28

プラットホームと同様に、「新たな公」・「新しい公共」
で議論になるのがパートナーシップです（図－29）。
具体的な例があります。2013年から2015年までの
3年間をかけて北見・網走都市圏のパーソントリップ
調査が行われました。網走から置戸まで東西100㎞に
及ぶ広域圏の交通調査でした。ここの政策課題の1つ
が、広域の公共交通軸でした。BRTとは言わないま
でも、現存するバス路線網を広域で見直して利用者の

利便性を上げようという試みでした。結論から言え
ば、ここに書いてある3つの壁があり実現しませんで
した。1つ目はハードな壁です。例えば、圏域全体の
バスターミナルやバス停を抜本的に見直して、乗継利
便性を考えた施設の再配置を行おうというものでし
た。現在、各市町村単位で最適化されている施設配置
を地域全体の最適配置にすると、市町村によっては現
在よりも利便性が下がってしまいます。それを地域は
受け入れられるか、という壁です。2つ目はソフトな
壁で、例えば、複数のバス事業者間で、統一運賃や運
行ダイヤの最適化を行うと業者の収益が変わってし
まうという問題でした。そして最後の参加の壁とは、
広域市町村の交通に係わる統一的な発展ビジョンを
各市町村の行政・事業者・住民などで作ってゆくこ
と、そのビジョンに合意を得てゆくことが難しかった
ということです。
地域の役に立ちたいという能動性を持った人たちは
沢山いるのです。しかし、異なる意見から取捨選択を
してひとつのビジョンにすることが、どれだけ難しい
ことかということです。
国土交通省北海道局は、8期計画が閣議決定された
2016年3月より、それを実践するべく「北海道価値創
造パートナーシップ活動」を始めています。先に説
明したプラットホ－ムとして地域づくり人材の発掘・
育成に関わるプラットホーム、「食」の総合拠点づく
りプラットホーム、北海道水素地域づくりプラット
ホーム、外国人ドライブ観光推進プラットホームな
どを既に立ち上げてきています。そして、地域づく
り人材の発掘・育成に関わるプラットホームにおい
て、北海道価値創造パートナーシップ会議を開催し
て、人が輝く地域社会づくりを実践しているという
ことです。
地域が主体的に戦略を練る方法、すなわちパ－トナ
ーシップの原点は、関係するステークホルダーを全員
集めて、科学的なデータを用いて議論を進め、その検
討の過程を公開するというものです（図－30）。私の
経験から、これはなかなか時間のかかる根気のいる作
業ですが、北海道価値創造パートナーシップ会議では
それを地道に実践しているということです。
ここまでが多様な連携についてです。
北海道から日本を変えることが北海道開発の目的で
あること。少子高齢社会における地域活性化というわ
が国の課題を北海道から実践的に解いて行くことの重
要性をお話ししました。目的を達成する手段は、これ図－29
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からの社会資本整備にあります。具体的には進展する
技術革新をうまく取り入れてゆくこと、それに加えて
多様な連携が鍵になると申し上げました。
そして最後に、市場にのらない部分の問題解決方法
として、プラットホームとパートナーシップという多
様な連携を生み出す方法を説明しました。しかも、こ
の方法は8期計画を実践するために、実際に行われて
おり、その成果が待たれていることを説明しました。
ここからは最後の「北海道開発のポテンシャル」に
ついてお話しいたします。今日のまとめであります。
最初に、北海道開発のポテンシャルにかかわる国の
政策の方向性をレビューしてみました。
このスライドは第6期の計画のものですが、目指す
べき方向と取るべき施策が明示されています（図－

31）。第7期の計画も、第8期の計画も、これと同じよ
うに総合開発の目的と手段が示されております。
次のスライドは2008年の国土形成計画で議論された

「地域社会の自立」、地方分権がまとめられています（図

－32）。残念ながらスコットランドのように議会を持
って財源的自立を図るとか、自分たちで政策立案をす
るという機能は、まだ北海道には与えられていません。
ただ、道路を造るとか、医療機関・教育機関をどう配
置するかという機能的な自立の権限はかなり地方に付
与されてきているということです。
そしてこれは、2017年の道路の建議の一部を抜き
出したものです（図－33）。キーワードは、道路・交
通とイノベーション、人と車のベストミックス、道
路のさらなるオープン化という話です。この中身は
結構面白いので、皆さんに読んでいただければと思

図－30 図－31

図－32

図－33



寒地土木研究所月報　特集号　2017年度 � 19

います。
そして、先ほど鎌田所長からもお話がありましたけ
れども、寒地土木研究所は三つの大きな柱を立てて、
わが国の寒地土木技術の世界への発信基地にするとお
っしゃったことを載せています（図－34）。

図－34

以上、北海道は総合開発の計画を持っていることから
はじまり、地域が自らの自立を模索する時代に入った
こと。建議に見る政策の方向に北海道は合せられるこ
と。最後に寒地土木技術の目標も、北海道から日本を
変えるという北海道開発の目的に合致していることを
まとめました。
その上で、このスライドに北海道開発のポテンシャ
ルをまとめてみました（図－35）。3つあります。

図－35

1つ目は、北海道局や北海道開発局が多様な主体と
連携して、現場の問題を総合的に解いていくことで、
交通施策が直接的に地域活性化に結びつける事例をつ
くれないかということであります。市場による部分、
先ほど言った自動運転が該当します。市場によらない
地方部の成功事例をたくさんつくりたい。それは、30
年前から言われている公共依存体質、それから上手に
脱却する方法を見つけることに繋がります。北海道は
農水産業の六次産業化で先行しているのですが、この
北海道の成長を我が国の成長にしっかりつなげていこ
うということです。
2つ目は市場化の流れに乗ろうということで、自動
運転に関わる議論、それから新千歳空港を核とした7
空港一括のコンセッションの議論であります。
それから最後の3つ目、これが大事であります。総
合の開発の計画を持っているのは沖縄と北海道だけで
あります。それを北海道民と共有して、確実な行動に
結びつけようではないか。施設の建設だけではなく
て、運用に関してもやっていこうということでありま
す。
このスライドは北海道開発に携わる人々の態度をま
とめました（図－36）。北海道開発局や寒地土木研究
所の人々に限定されたものではなく、北海道の土木事
業に関わる人々へのメッセ－ジです。自戒を込めてと
書きましたが、説教の様で申し訳ございません。ひと
つひとつを読み上げません。大学人になって34年、そ
の殆どを北海道開発に関係した仕事をしてきた私から
のお願いであります。

図－36
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これが最後のスライドです（図－37）。ブレイクス
ルーという言葉をインターネットでひくと、この図が
出てきます。我々は今、この道を進もうとしているの
でありますが、行く先はどこにあるのだ、ということ
です。北海道には他の地域と違って、その進路に一縷
の光りが当たっていて、それに照らされてこの道を進
めるのではないかということです。
もう一度申し上げます。今日参加されている多くの
方が土木技術者だということを大前提にしてです。北
海道には8期計という、本州の計画にはない総合開発
の計画がある。それに、土木技術という現場主義を実
践してきたことに自信を持ちましょう。地域地域の現
場において、地元企業、住民、NPO、金融機関まで
も含めて、土木技術者には総合開発の計画を実践する
力があるのです。現場主義でいろいろな人達の意見を
聞きながら、現場を変えていけるのです。そして最後
に、今、北海道から日本を変えるタイミングにあるの
だということであります。

図－37

十分にお話ができたかどうか分かりませんが、わが
国の課題を先行して解いていく北海道であり、寒地土
木研究所であってほしいということであります。ご清
聴ありがとうございました。


