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しなの鉄道株式会社の設立経過 

 

平成２年 12 月７日   長野県から運輸省国鉄改革推進部に対し並行在来線の考え方について回答 

(公文書)                                      資料１ 

                並行在来線の経営区間について、ＪＲとの協議により固まってはいないが、 

県では軽井沢・長野間と考える。 

            並行在来線の収支は、長野・軽井沢間、資産は無償譲渡又は貸与で試算す 

ると、損益 △４２１百万円となる。 

             

平成２年12月14日   長野県から運輸省大臣官房に対し、「整備新幹線に係る並行在来線の取り扱 

(公文書)       いについて」提出 資料２ 

○平成３年度予算案に軽井沢・長野間のフル規格新幹線の建設予算が計上 

される場合は、次のとおり了解することを確認する。 

①並行在来線である信越本線 軽井沢・長野間は、将来にわたり地域住民

の重要な生活路線であるので、開業時のＪＲ東日本からの経営分離を

受け入れ、地域の力で第三セクター等により存続を図る。経営分離区

間については、今後、ＪＲ東日本と調整を図る。 

②第三セクター鉄道等は、県及び関係市町村が責任を持って設立・運営

する。 

③第三セクター鉄道等の運営に当たっては、合理化等により経営の安定

に努めるが、欠損が生じた場合などの経営リスクは県が主体となり関

係市町村の協力を得て対処する。なお、収支の想定に当たっては、現

状資産が無償譲渡又は貸与されること、国及びＪＲに補填を求めない

こと等を前提にしている。 

 

平成２年 12 月 24 日   整備新幹線着工等についての政府・与党申合せ 資料３ 

○平成３年度に北陸新幹線 軽井沢･長野間をフル規格で着工 

○並行在来線は開業時にＪＲの経営から分離することを認可前に確認 

 

平成３年２月１日    並行在来線沿線市町長会議 資料４ 

○並行在来線の取り扱いについて、県としての基本方針(県が中心となり存

続、第三セクターによる運営、経営区間は軽井沢・長野間、資産につい

てはＪＲ東日本からの無償譲渡又は無償貸付を前提 等)を説明 

  

平成３年２月～６月   沿線 10 市町が県の基本方針に基づき、経営分離に同意 

 

平成３年４月 16 日    参議院運輸委員会において、野沢太三参議院議員が資産譲渡について質問 

(議事録)                                     資料５ 

      運輸省「資産の譲渡問題については、今後、第三セクター化する場合の新 

しい会社が負担とならないような譲渡を行いたいと考えているが、その際 
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に税制等の問題について更に詰める必要がある。今後、関係者と検討し、 

必要な措置をとることを検討したい。」 

 

平成３年６月 28 日   長野県がＪＲ東日本と面談 

○ＪＲとしては、篠ノ井・長野間は篠ノ井線との合流で、ＪＲが責任をも

ってやらないと運営できないと思う。軽井沢・篠ノ井間ということでで

きるだけ早く決断しないと時間が経過してしまい、オリンピックに間に

合わなくなる。 

○篠ノ井・長野間の運行計画、輸送管理について三セクでやるといっても、

人材、歴史が違う。 

○この区間は収支トントン程度、他のＪＲとの調整のための管理要員も必

要になる。三セクは重装備せず、スリムな経営をした方が良い。 

 

平成３年７月 25 日   長野県から運輸省鉄道局に対して、「並行在来線の東日本旅客鉄道株式会 

(公文書)        社からの経営分離について」回答   資料６ 

○北陸新幹線 軽井沢・長野間の並行在来線のうち、信越本線 軽井沢・篠

ノ井間については、開業時にＪＲ東日本からの経営分離に同意し、第三

セクターで運営する。なお、当該第三セクターの列車は篠ノ井・長野間

に乗り入れることとし、今後、乗り入れに関してＪＲ東日本と協議する。 

○第三セクターの経営に当たっては、県が中心となって対処する。 

 

平成３年７月 29 日   長野県とＪＲ東日本で第三セクターの経営区間を軽井沢・篠ノ井間とする 

(公文書)        ことで合意、篠ノ井・長野間の乗り入れ方式等については今後、協議する。 

資料７ 

 

平成３年８月 22 日   北陸新幹線 軽井沢･長野間工事実施計画認可 

 

平成３年８月 30 日   長野県第三セクター鉄道検討協議会設立 

○構成団体：長野県、長野県議会、沿線 10 市町・議会 

      沿線町村会・議長会、経済４団体、農協中央会 

○事業内容：第三セクター鉄道の調査研究、スケジュールの決定、 

      第三セクター鉄道の概要決定 等 

 

平成５年５月６日    長野県とＪＲ東日本長野支社との打ち合わせ 

(メモ)         ○(長野県)乗り入れ方式については、あくまで軽井沢・長野間が基本で、 

             都合により軽井沢・篠ノ井となっただけと考えているので、２種乗り入 

             れの方針は現状では変えられない。 

○(ＪＲ)ＪＲとしては２種乗り入れは受け入れられないので、乗り入れ方

式が決まるのには時間がかかるだろう。 

 

 

(メモ) 
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平成５年８月 24 日   ＪＲ東日本から長野県に対し、「信越線の第三セクター鉄道への移行に伴 

(ＪＲの文書)      うＪＲ東日本との調整事項について」回答 

            (６月 10 日付けの照会に対するもの) 

            問１ 信越線の利用は、長野までの直通利用が多いことから、篠ノ井・長 

               野間は第三セクター列車を直通乗り入れとしたい。 

            回答 第三セクター列車は、篠ノ井・長野間に乗り入れることができるこ 

               ととする。同区間の列車運行管理はＪＲ東日本が一元的に行う。 

            問２ 篠ノ井・長野間の直通乗り入れ方式については、２種乗り入れとし 

               たい。 

・第三セクターは、ＪＲ東日本の施設を借用して乗り入れる。 

・営業収入は第三セクターとなる。 

・第三セクターは、線路使用料等をＪＲ東日本に支払う。 

・乗務員についても、列車と同様に直通運転とする。 

            回答 以下の理由により２種乗り入れは困難と考える。 

・両者間において運賃制度が異なると、同一線区に異なる運賃の列

車が運行されることとなり、お客の混乱を招く。運賃体系を同じ

くすれば、双方の会社の経営状況に応じた柔軟な運賃施策を取る

ことができなくなる。 

・両社間で運賃精算を行う際、お客が篠ノ井・長野間でどちらの列

車に乗ったのか判別が難しい。 

・当該区間の線路使用料や駅使用料を算定する際、当該線区の資本

費(国鉄改革時にＪＲが承継した債務含む)を考慮すれば、第三セ

クターの経営に過度の負担となることが予想される。 

・当該区間において、第三セクターとしての経費節減等の経営努力

が実質的に不可能となる。 

   したがって、以下の方法が適当と考える。 

・篠ノ井・長野間については、ＪＲ東日本が第三セクターの車両を

借用して運行する。 

・営業収入はＪＲ東日本の収入とする。 

・ＪＲ東日本は、第三セクターに車両使用料等を支払う。 

 

平成５年９月 21 日   ＪＲ東日本が資産を簿価で譲渡したい旨の申し入れ 

      ○詳細不明 

 

平成５年 10 月 19 日   長野県とＪＲ東日本との打ち合わせ 

(メモ)         ○(長野県)健全経営のためには資産の無償譲渡が必要である。 

○(ＪＲ)無償譲渡の場合、利益を放棄した経営陣に対する株主代表訴訟の 

問題がある。 
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平成６年７月 15 日   長野県がＪＲ東日本に対し、第三セクター鉄道化に伴う篠ノ井・長野間の 

(要望書)        乗り入れ方式について要望 資料８ 

○従来から、第三セクター鉄道が第２種鉄道事業者として乗り入れができ

るようお願いしてきたが、同方式による乗り入れの実現についてご検討

いただきたい。 

 

平成６年９月 12 日   長野県が運輸省幹線鉄道課に資産譲渡問題について調整を依頼 

(メモ)         ○長野県とＪＲ間で詰めるべき問題である。運輸省が現段階で調整を行う 

ことはしない。 

○額について、簿価以外に指標がないのではないか。 

 

平成６年９月 29 日   運輸省幹線鉄道課が長野県に対して、資産の有償譲渡を提案 

(メモ)         ○長野県もそろそろ有償譲渡の決断をしたらどうか。運輸省も、譲渡金額 

の圧縮については間に入って調整するつもりである。 

 

(メモ)         野沢太三参議院議員と長野県との打ち合わせ 

○この問題は事務行政レベルの問題であり、政治なり立法府が決定するこ

とではない。 

○簿価ならば安いのではないか。 

○新幹線の固定資産税を三セクへ吸い上げる方途を考えたらどうか。 

 

平成６年 11 月 25 日   長野県とＪＲ東日本との打ち合わせ 

(メモ)         (長野県の考え方) 

○現在の施設は特急の運行に必要なものとなっているが、第三セクターに 

移行後はローカルに運行に要する程度の設備で足りる。また、売上高の 

減少する資産を取得するのであるから、第三セクターが当該資産を利用 

する度合いに応じた額で価格算定したい。また、そこから設備投資分を 

差し引くこととしたい。 

 

平成６年 12 月 21 日   亀井運輸大臣が県信越線対策会議(議長：清水勇)の要請に対して、「資産の 

(新聞)         無償譲渡は無理である。」と発言 (その当時の資産の簿価が 120 億円であ 

る旨も発言) 資料９ 

 

平成７年１月 19 日    長野県とＪＲ東日本との打ち合わせ 

(メモ)         ○ＪＲとしては、知事が無償は無理との見解を示したことは評価する。 

価格については、簿価が最低限である。(※) 

 

(※) 平成３～６年にかけて、長野県は運輸省、国会議員に対してＪＲが資産を無償譲渡できるよう 

な制度化を要望し、運輸省、国会議員からは「検討する」旨の回答を得ていた。 

(ＪＲからは平成５年の株式上場もあり、無償譲渡の場合、特別損失が発生して株主の理解が 

得られないため、簿価での譲渡が最低限であるといわれていた。) 
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しかしながら、平成６年夏頃、運輸省、国会議員から無償譲渡は困難であるとの発言が出始め 

る中で、平成６年 12 月の亀井運輸大臣の「無償譲渡は無理である。」旨の発言を受けて、知事 

が最終的に有償譲渡やむなしの判断をしたものと推測される。 

 

平成７年２月 20 日   知事が２月議会で有償譲渡やむなしとの答弁(関谷議員への質問に対して) 

(議会答弁)       ○無償ということで進むには無理がある。いかに安く取得できるか折衝中 

であり、しばらく時間をいただきたい。 資料 10 

             

平成７年７月 14 日   長野県第三セクター鉄道検討協議会総会で第三セクター鉄道会社の資本金、 

            運行本数、運賃等の概要決定 

 

平成７年 12 月 28 日   長野県とＪＲ東日本で信越線 軽井沢･篠ノ井間の第三セクター鉄道会社へ 

(公文書)        の経営移管に関する事項について覚書交換 資料 11 

○東日本旅客鉄道株式会社が第三セクターに譲渡する資産は、当該区間の

鉄道事業用資産及び車両、保守用車両等とする。 

○譲渡する資産の価格は、譲渡する日の属する月の前月末日における帳簿

価格を基本として決定する。 

 

平成８年５月１日    しなの鉄道株式会社設立 

 

平成９年６月 19 日   鉄道事業免許取得 

            軽井沢・篠ノ井間で第１種鉄道事業 

            篠ノ井・長野間については直通乗り入れ 

 

平成９年８月 11 日   しなの鉄道株式会社とＪＲ東日本で信越線 軽井沢・篠ノ井間の鉄道事業 

            用資産等の譲渡契約締結 

            平成９年 10 月１日をもって譲渡 

 

平成９年 10 月１日   開 業 

 

平成 14 年２月 19 日  長野県からＪＲ東日本へ知事名の申入書を提出 資料 12 

(公文書)       ○篠ノ井・長野間に関する各種情報を開示されたい。 

○篠ノ井・長野間の取扱いに係る協議に応じられたい。 

         

 

平成 14 年３月 26 日  ＪＲ東日本から社長名の回答書 資料 13 

(ＪＲの文書)     ○情報開示については輸送量等のデータがないので旅客流動調査が必 

要である。 

○篠ノ井・長野間の取り扱いについては既に整理済みの事項である。 

 

平成 14 年 12 月４日  「篠ノ井・長野間及びその周辺部における旅客流動調査」 実施 



 6

平成 15 年４月 30 日  「篠ノ井・長野間及びその周辺部における旅客流動調査」結果公表 

資料 14 

長野・篠ノ井間 

輸送密度 26,800 人／日･ｷﾛ (しな鉄全線：8,200 人／日･ｷﾛ) 

             運賃収入 14 億 800 万円 (しな鉄全線：22 億 1,000 万円) 

             しなの鉄道からの流動が 45％を占める。 

 

 

平成 15 年７月７日   長野県がＪＲ東日本に対して申し入れ  

《ＪＲ東日本》 

○これまでに開示した以上の情報開示には応じられない。 

○しなの鉄道の経営区間については、新幹線の建設時点において、既

に整理済みである。 

○長野以北の経営について、勉強会を行うことはやぶさかでないが時

期尚早ではないか。 

 

 

平成 15 年 10 月 25 日  広報ながのけんに「篠ノ井・長野間」に関する意見広告を掲載 

資料 15 

 

 

平成 16 年１月 29 日   鉄道の未来を語る懇談会開催 議事録は別添のとおり 

○知事からＪＲ東日本長野支社に対して、篠ノ井・長野間の営業権の

取扱いについて協議に応じるよう要請 

 

 

平成 16 年２月 18 日   自民党整備新幹線建設促進特別委員会(沿線道県ヒアリング) 資料 16 

長野県からは並行在来線の維持存続を要請 

○長野以北としなの鉄道は一体で運行する必要があることから、その

中間に位置する篠ノ井・長野間の営業権の取扱いについて、ＪＲ東

日本と再度協議ができるよう支援をお願いしたい。 

○経営分離される区間の資産譲渡価格は、当該区間の収益性を考慮し

たものすること。 

○ＪＲ貨物の線路使用料に係る調整金制度をしなの鉄道に早期適用

すること。 

○並行在来線に係る固定資産税・都市計画税に係る税制特例(10 年間

２分の１軽減)の期間延長を図ること。 




















































