
鉄道の未来を語る懇談会 

 

○ 開催日  平成 16 年１月 29 日(木) 午前 10 時～11 時 40 分 

 

○ 会 場  長野県庁 議会棟３階 第一特別会議室 

 

○ 出席者  齋藤 卓夫  東日本旅客鉄道株式会社長野支社長  

笠原 甲一  長野電鉄株式会社代表取締役社長  

杉野  正  しなの鉄道株式会社代表取締役社長  

近藤 佳男  上田交通株式会社代表取締役社長  

瀧澤  徹  松本電気鉄道株式会社代表取締役社長  

田中 康夫  長野県知事  

  

 

○ 懇談内容 

 

長野県企画局長 田山重晴 

 本日は「鉄道の未来を語る懇談会」を開催しましたところ、鉄道事業の経営者あるいは責任者と

して県内でご尽力いただいている皆様のご出席を多忙なところいただきまして、厚く御礼を申し上

げるところでございます。 

 私から、本日ご出席の皆様をご紹介申し上げます。 

 東日本旅客鉄道株式会社長野支社長の齋藤卓夫 様、長野電鉄株式会社代表取締役社長の笠原甲

一 様、しなの鉄道株式会社代表取締役社長の杉野 正 様、上田交通株式会社代表取締役社長の近

藤佳男 様、松本電気鉄道株式会社代表取締役社長の瀧澤 徹 様、長野県知事の田中康夫でござい

ます。 

 なお、ＪＲ東海とＪＲ西日本におきましては、日程の都合がつかないということで本日欠席をさ

れております。 

 これより、11 時 30 分を終了の目安にしまして、懇談会を進めていただきます。知事と鉄道事業

者のトップの懇談会は、今回が初めての開催となります。限られた時間でございますが、有意義な

懇談会となりますようご協力いただきたいと思います。懇談は田中知事の司会で進めてまいります。 

 

長野県知事 田中康夫 

 大変にお忙しい中を、県内各地からお集まりいただきありがとうございます。 

ご存じのように、私たち信州は全国４番目の広さでございますし、大変に南北に長く、また、急

峻な地形でございます。集落も点在しているという中で、自家用車の保有台数というようなものも、

大変高い県ではございますが、他方で、ご存じのように、国内外から年間１億人近い方々がお越し

になる、ものづくりの県であると同時に農業の県であり、同時に観光立県でございます。 

こうした方々にきちんとご満足いただくサービス、ホスピタリティの向上ということを、とりわ

け私が知事に就任いたしましてから努力してまいりました。 
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しかしながら、今まで、温泉 200 カ所あるいはスキー場 100 カ所、黙っていてもお客様がお越し

になるという中でですね、いつしか甘えがございまして、私どもがお客様の目線に立っていない点

がございます。 

過日も山ノ内町の旅館に泊まられた方からお便りをいただきまして、12 月 24 日だったそうでご

ざいますけれど、お一人 36,000 円という、私どもの信州では比較的高い価格帯でお泊まりになら

れたところが、お二人で行かれて、全て牡蠣づくしであった。なにゆえ牡蠣づくしといったら、い

や牡蠣がおいしいシーズンだからと言われたそうです。 

県内の方であれば、牡蠣づくし、カニづくしを旅館に行かれて食べるのもハレでございますが、

遠来から逆にお越しになった方において、信州の地で牡蠣づくしを食べるのは逆にケであります。 

このあたりが、悪びれてもいなかったということでございますので、自分がよかれと思うことは

お客様もよかれと思ってしまうということであろうかと思います。 

逆にお客様からすれば、山菜づくしがでたときに、山菜なのに値段が高いではないかとか、自分

はソバと同じように山菜アレルギーがあるというのであれば、それに代わるものを出さなければな

らないですが。 

皆様も旅客の方々を安全に輸送いただくだけでなく、やはりそれらの方々にご満足いただけると、

あるいは、再びご乗車いただけるということが必要であろうと思っております。 

私どもの、様々な県職員の意識改革をやっておりますことを、先日、外郭団体の見直しというの

がＮＨＫスペシャルで流れたところでございますが、なかなか、しがらみがあるものですと改革が

できません。 

そこで、ヤマト福祉財団の理事長である小倉昌男さんをはじめとする４名の委員の方は、全て信

州以外の在住者という方でございました。しかしながら、そうしたしがらみのない方でしたので、

かなり切り込んだご発言がいただけました。 

高橋俊介さんという、慶応大学の教授で同時に経営に関してのコンサルティングを行っている方

が、私どものそうした組織再編の委員をやっていただいておりますが、彼が常々申しますのは、行

政、あるいは逆に信州のような恵まれた資源がありますとどうしても甘えが出てしまう。同時に、

努力しなくても数字がそこそこ来てしまう。 

彼は、実は日本国有鉄道にかつて勤めていた方でございます。なかなか、鉄道会社というものは、

おそらく皆様も苦慮なさっていることと思いますが、社員の方々の意識をよりサービスに近づける

意味で大きな障壁があると、彼は申しております。 

すなわち、例えば、航空機でございましたら管制塔が、あるいは船でありましても港湾が認めて

くれれば、予定時間よりも早く着くということは可能でございますし、これが顧客サービスに、定

時運行のみならず定時よりも少し前にすれば認めてくださるという形もございます。 

もちろん、鉄道も指令室がコンピュータ制御ですから、認めればでございますが、鉄道の場合に

は予定時間よりも早く着くとですね、他の営業マンでしたら予定の収入よりも多くなればほめられ

るけども、予定時間よりも早く着くと逆に事故が起きるので怒られてしまうという、大変難しい職

であったとおっしゃっております。 

私どもの行政もですね、逆にいうと計画よりも早まるということはほとんどないわけでございま

して、計画よりも遅れた場合の理由付けにきゅうきゅうとしております。 

今日は是非、皆様にですね、私どもの信州に多くの方々がお越しいただき、ご満足いただけるた
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めに、来年から、今までは行政に関してのみ、県民の声ホットラインという形がございましたが、

早期に準備を整えて、信州ホスピタリティコールというような形で、長野県を訪れた方が全てのこ

とに関してご意見をいただけると、それを是非データベース化してよりよく反映させたいというよ

うなことも私たち行政として進めようと思っております。 

こうした中で、今日は皆様が私たちと一緒に行っていただける内容、逆に私たちに対してのご意

見、また、それをお聞きしながら県民の付託を受けております私からも皆様に対してお願いを申し

上げたいことを、限られた時間でありますがお話し合いができればと、このように思っております。

よろしくお願いいたします。 

テーマとしてですね、皆様の方に、県外から訪れる方と観光資源をつなぐ鉄道のあり方、また、

県民の足として鉄道事業の課題とあり方、鉄道事業者の連携によるサービス向上方策というような

ことを記しております。 

ご存じのように、信州は発電所も東京電力、中部電力、関西電力、東北電力、電源開発という大

きな所をとっても５つございます。鉄路も旧国有鉄道は、ＪＲ東海、ＪＲ西日本も入っております。 

まさに、日本列島の背骨であります。 

よろしければ、ＪＲ東日本の齊藤さんの方から、長野に赴任なさって、現在の課題としてお感じ

になっていること等ございましたら、ご意見いただければと思います。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

 長野県は大変広い地域というのが私の実感であります。気象条件も厳しく、特に今の季節は積雪

がございます。 

鉄道事業者は、まずは何よりも安全輸送、安定輸送が第一ということであります。 

国鉄以前に比べますと社員のサービスのレベルが上がったという話もいただいてはおりますが、

まだまだ世の中の様々な会社と比べると、十分かといえば、決して十分ではないと考えています。 

現実に、お客様相談室を含めていろいろなところから、苦情、クレームがたくさんお寄せいただ

いているのも事実であります。 

まずは、鉄道事業者の責務でございます安全輸送、安定輸送を中心にして、ホスピタリティとい

う意味もありましょうけれど、私ども鉄道事業者としてのサービスのレベル、社員のいわゆる応接

ということもございますし、あるいは列車のダイヤも含めまして、ひとつずつ地道に取り組んでま

いりたいと思います。 

なかなか、弾力的に機動的に事柄が解決する性格の事業ではないと認識しておりますけれど、地

道に取り組みつつお客様の信頼をいただきたいというのが私どもの考えです。 

 

長野県知事 田中康夫 

 新幹線も運行なさっておりますし、一番鉄路の運行距離としては県内で長いわけでございますけ

れど、例えば、安全運行はお考えでしょうけれど、長野支社として、とりわけお客様へのサービス

という点で何か日頃心がけていらっしゃったり、改善されたような、これは企業秘密ではないと思

いますので、何かございましたら。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 
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 長野県は大変有名な観光地がたくさんおありで、首都圏東京の人間の感覚からしますと非常に有

名なところがたくさんあって、もう既に２回、３回と足しげく通っている観光客がほとんどだろう

なと思います。 

 今の時代に、他の観光地と競合しながら、新しい取り組みでお客様を招くという状況の中で、長

野の著名な観光地はもう一回、首都圏からのお客様が長野に来ていただくにはもうひと工夫、ふた

工夫が必要ではないかと思います。という意味では、決してあぐらをかいているとは思いませんけ

れど、工夫、努力が必要であると思います。 

 先ほど、旅館の料理の話をされておりましたが、当然といえば当然でしょうけれど、旅館・ホテ

ルの夕食では必ずお刺身が付いています。長野県に来てまでお刺身を食べたいと思っていらっしゃ

るお客様は少ないでしょうけど、当然のことということで黙っておられる。これが私の受けた印象

です。 

長野県知事 田中康夫 

 今の点は、まさにそうなんでございまして、これは私たちも今度、後でお配り申し上げますが、

宇沢弘文さんという東京大学の名誉教授であります、自動車の社会的寄与という本をかつて書いた

方でご存じかと思いますが、彼を中心にして、軽井沢にお住まいの川勝平太さんという経済学者も

おります、彼らがコモンズから始まる信州ルネッサンス革命ということで記してくれた提言があり

ます。これに基づいて大きく変えていくわけであります。 

 安曇野等も、これは日銀の前支店長も繰り返しおっしゃっていましたが、５月の連休に白いアル

プスが見えて水を張った水田があると、これが何よりの財産なのに、農業の土地改良をしまして、

ふるさと農道を作ると、地元の農業委員会がその道路に 24 時間営業の店舗をできるようにしてい

る。これに対して、県では、当該市町村も口出しできないという形になるわけです。 

やはり、私たちにとっての、真の、訪れてくださる方にとってのハレがあってこそ、私たちも過

疎ではないハレになると思っております。こうした点を大きく、今後、信州の景観、森林、都市計

画というものに関して大きく変えていくところでございます。 

 齋藤さんも、良い意味でよそ者でございますから、具体的に何か意見などがございましたらおっ

しゃっていただきたいと思います。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

今この時点で、具体的なアイデア、名案があるわけではございませんが、繰り返しになりますが、

これからも地道に取り組んでいきたいと思います。 

 

長野県知事 田中康夫 

私も新幹線を割合良く利用させていただいて、東京駅に行きますと、東北新幹線が延伸されまし

たせいか、青森あるいは秋田、そして前年は福島に関してはかなりな大きなキャンペーンをやられ

ていたと思うんですね。ああいったものは、有り体に申し上げて、ＪＲ東日本企画さんで行われて

いるのか、どうなんでございましょうか。 

私も信州の知事をしておりますと、ホスピタリティの欠如は感じながらも身びいきしたいところ

がございまして、駅張りを見ておりますと信州ディステイネーションのポスターをあまりＪＲさん

としては見なくて、福島であったり秋田の温泉であったり青森が非常に目に付くんですけれど。 
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ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

東北新幹線の八戸開業がございましたので、お客様においでいただくということでこの１年間積

極的に北東北という形で売り出して、私どもＪＲ東日本としてＰＲをしています。東京駅だけでは

なくて、各駅あるいは車内で北東北の広報活動をしています。 

年間を通してやるといういろいろな考え方がございますけれど、常に北東北だけではございませ

んで各地区、信州を含めて順繰りという言い方は語弊があるかもしれませんが、キャンペーンをや

っていきたいと考えております。 

 

長野県知事 田中康夫 

 信州に関しては、いつ頃のご予定になっていらっしゃるのか、やはり私どももそれにあわせてで

すね、やはりＪＲ東日本の各媒体での影響力は非常に大きいわけでございまして。 

 昨年まで２年間は、インフィオラータというのに関しては、ＪＲ東日本企画さんも大変ありがた

い広告をしていただきましたが、長野市と長野商工会議所と善光寺が財政的に難しいということで、

この春は見送るようなことを残念ながらおっしゃっているようなんですけれど。 

 もし、そういう計画がおありになるんでしたら、有り体に申し上げてですね、北東北とかですね、

福島は２年前にもおやりになられたと思うんですね、そういったものは東日本で立案されているの

ですか。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

 近々に予定しておりますのは、山形地区をターゲットにキャンペーンを張る予定があります。そ

の先の具体的な予定は分かりませんが、当面は山形地区です。 

 

長野県知事 田中康夫 

私どもも、新宿と東京の２経路あるわけでございまして、訪れる方も関西の方を引いたとしても、

他のＪＲ東日本所管のよりは多いと思いますので是非ご配慮いただきたいと思います。具体的には、

計画をご検討いただいて、お知らせいただければと思います。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

 キャンペーンをやる場合は、当然、県を含めて沿線の方に応援していただかないと成功いたしま

せんので、その時にはご協力お願いします。 

 

長野県知事 田中康夫 

北東北や福島と同じように、そちらのご発想があってこそ私たちも協力ができるものですので、

よろしくお願いします。 

 笠原さんは、バスも鉄道もやられておりますが、私は個人的には、県外からお越しになった方が、

長野駅を降りた後、長野電鉄に行くサインというものがコンコースに非常に小さくて分かりにくい

ので、これは前のＪＲ東日本の支社長にも繰り返しお願いをしていたんですけれど、是非、長野電

鉄に行くサインをお願いします。 
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長野電鉄代表取締役社長 笠原甲一氏 

我々はローカルなので、ＪＲさんとのつながりでお客様を運ぶ使命がある。 

 昭和 40 年代を契機として、自動車との競争になって、鉄道の収入が減っている。その中で、う

ちの鉄道は観光客を中心にしていくよりは、地元中心に動いているというようなことだと思います。 

 平成９年に新幹線ができて、我々のところがだいぶ変わったなあというところは、沿線の観光地

というものが、新幹線でこられたお客様に関して、電車で来られたお客様で賑わっている。 

 うちの電車の中では、善光寺下であるとか、小布施、湯田中、松代については、普段から見てい

ると、観光客の方が来られたなということがすぐ分かるわけですが。 

 昨年の御開帳でも、我々今までの御開帳というのはあまり、鉄道とか運輸関係には影響がないと

考えていたのですけれど、昨年の御開帳の場合には、全体の 10％程度何ですけれど、結構鉄道の利

用が多かったということであります。 

 それから、もう１つは、ＪＲさんとのつながりが非常に強いわけですが、ＪＲさんが首都圏を対

象に、または近畿圏、大都市を中心にしてキャンペーンを張っていただくと、これには大きいもの、

小さいものがございますけれど、例えば湯田中などの温泉地を反映するような形でキャンペーンを

していただくと、そういうことでこの鉄道を利用される方々が増えていくということであります。 

 最終的には、昔からいわれているようにローカルとすれば、ＪＲさんに頼るところが多いもので

すから、そういうものに期待するものもあるわけですが、今のところはそういうものがなければ、

地元に対してどうしていくのかが非常に課題であります。 

 

長野県知事 田中康夫 

山ノ内の温泉とタイアップなさって、日帰りの方が温泉に、あれはいかがですか。 

 

長野電鉄代表取締役社長 笠原甲一氏 

楓の湯ですが、うちの場合は、長野市周辺、中間、それから近い所と値段を変えてやったんです

けれど、山ノ内の方々は近い所が結構多いのではないか、あと長野周辺の方も非常に多いというこ

とでもう少し注視すれば… 

 

長野県知事 田中康夫 

 平日も多いのですか。 

 

長野電鉄代表取締役社長 笠原甲一氏 

 やはり週末が多いです。 

 温泉と結ぶということでは、会社としては第二弾でごさいまして、須坂の湯っ蔵んどと結んでい

ます。どこから乗っても 1500 円で、バスにも乗れます。 

 本年度は、そういう意味からすると、温泉だけでなくて、例えば小布施とかそういうことも含め

てやろうと考えています。そのためには、地域のそういうものとつながっていくというのが必要で

す。後はＪＲさんでキャンペーンがあったときにうちとしても対応をしていく。 
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長野県知事 田中康夫 

 長野電鉄の車両は本当にヨーロッパ型の車両でしてね、あれで山ノ内まで行くというのは大変に

ドラマとして良い車両で、是非あれをもっと、優等列車として有効に活用なさると、県外のお客様

も新幹線でお越しになってあの電車に乗られるというのも何かこう… 

 

長野電鉄代表取締役社長 笠原甲一氏 

 確かに、うちのオリジナルの車両でございまして、我々の悩みとしては、鉄道を続けていく上で、

車両の関係でも存続をしていかなければならないとか、特急車両は昭和 30 年代の製造でもう 40 年

数年乗っていますので、どうしても安全性の問題で、非常に良い車両で非常に親しみもあるのです

が。 

 

長野県知事 田中康夫 

 広島の市電かもしれませんけれど、ああいうものはドイツの車両を持ってきたり、あるいは古い

松山や長崎とかで使っていたものを持ってきたり、通常、私たちがよく国土交通省の基準の上で安

全性ということであれば、当然修繕するのに大変なお金がかかりそうな車両があのように走ってで

すね、まちのひとつの景観になっているのですけれど、ああいう広島の市電が可能なのはどういう

クリアをしているのか、私も交通政策課で調べてといいながら… 

 

長野電鉄代表取締役社長 笠原甲一氏 

お金の問題だけなのかなと、規格の問題とモーター関係が自分のところと合えば、合わなければ

改良すればいいんですけれど、電車によっては、例えば今、大手さんで使っているようなものでは

変電所の電気を変える必要がある。それをうちの方でやりますと、莫大なお金をかけて変えなけれ

ばならない。全国、世界共通の車両があればいいのですけれど、それは非常に難しいですね。 

 

長野県知事 田中康夫 

 車両自体の、消防法とかですね、そういうクリア、そこはもう一度交通政策課でですね、前に私

にくれたのは、どこから持ってきた車両というきれいなカラーコピーだけだったので、何であんな

車両が運行できるのか、運行の修繕費がどれくらいなのか、ちょっと、長崎や広島、松山について

調べてください。市電の形態だからなのですか。規格が狭いからなのか。お客は乗っているという

ことですので、瀧澤さんその辺はどうなんですか。 

 

松本電気鉄道代表取締役社長 瀧澤 徹氏 

 聞くところによりますと、新車で作るということはまず出来ない訳です。そうすると、全国の中

でもそういうところを探し歩いて、使えるところを持ってきているような感じのようです。 

 例えば、私どもの乗合バスは基本的には、ほとんど中古車両になります。日本全国の特に公営機

関からの車両をもとに、非常にばらばらな形で車両は作っている感じです。そのような形で市電も

やられているのではないでしょうか。 

 私どもの今入れている車両は、京王さんの中古車両を改装して、塗装して走らせています。とて

も新車で買いますと、一台数億円ということでかかってしまう。 
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長野県知事 田中康夫 

今、県庁舎まで川中島バスが運行していただいているのは… 

 

松本電気鉄道代表取締役社長 瀧澤 徹氏 

 ＣＮＧですね。 

 

長野県知事 田中康夫 

 形状も、私は前から思うのですけれど、観光バスとかなんかも、今、日の丸交通が東京丸の内の

無料周回バスをやってますけども、ああいうバスの車両のデザインというのは、何故日本のメーカ

ーは技術がありながら出来ないのかなと、デザインだけでも外注すればいいのにと思うんですよね。 

 私たち信州は全体が観光のワンダーランドだと思うと、鉄道もバスも、とりわけこれも県の単独

予算で出来るかというとなかなか財政がもう交付税を300億円とか毎年切っていくというすごい迷

走国家ですから難しいところはありますけど、ヨーロッパへ行きますと、ストラスブルグやビルバ

オでも軌道敷のところに芝生を植えている。それもきれいに刈った芝ではなくて、単に緑が植わっ

てまして、ただ、あれで得られる地球温暖化防止は微々たるものでしょうけれど、非常に意識改革

やあるいは非常に癒されるんですけれど、是非、島々線とかは部分的でも行っていただけるのでし

たら、私たちも企画局の田山のところにも地球環境課というなんでもやる課がありますので、是非

ご一緒に行わせていただければなと思います。 

 これも、松本電気鉄道にお願い申し上げますが、子供たちが、波田町とかの場合、自転車を駅前

に置いている。また、松本市に行って、高校まで自転車に乗って行きますので、例えばそういう、

ヨーロッパでしたら自転車が一緒に乗れる車両とかありまして、しなの鉄道のような非常に一区間

が長いところですとさして利用客がいないかもしれませんけれど、あのような学童が比較的利用さ

れる区間では検討していただけると… 

 

松本電気鉄道代表取締役社長 瀧澤 徹氏 

 この前、知事さんからそのようなご提案をいただいて、私どもも検討をしている最中ですけれど、

なんとか前向きにやりたい方向で考えております。物理的に駅舎のところと合わないところがいく

つかありますし、車内で自転車を固定する方法等検討しています。 

 

長野県知事 田中康夫 

 近藤さんの方からは、別所の方々もかなりが上田交通を使って別所温泉にということで、意欲的

にお取り組みをいただいている訳ですが… 

 

上田交通代表取締役社長 近藤佳男氏 

 今、別所線がですね、鉄道の未来を語る懇談会の趣旨に合うのかどうか分かりませんが、大変苦

しい状況でございまして、通勤通学が主体なんですが、今、観光客で別所温泉を含めた塩田平一体

に観光をなさる方は、我々当社では１割くらいしかいないだろうと、鉄道で来られる方は。 

 これから別所線を活性化していくためには、やはり通勤通学、また、買い物という市民の足とし
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ての側面と、それから観光というものをもうちょっと県内外から誘致をし、そういうことを心がけ

ていかないと、私どもの別所線に関する限りにおいては、なかなか乗客が増えるという要素はなか

なかないのではないか。鉄道というのは、車の持つ利便性というものと競争しなくてはいけないと

いう宿命がありますよね。 

地球環境だとか、資源の省コストだとかということは大変大きな問題なんですが、現実に地方鉄

道とマイカーという競争になってきますと、そこが一番ネックになってくる。 

じゃあ増やす方法はどうするかということは、やはり地域の皆様方が行政の皆様方とタイアップ

し、また、ＪＲさんをはじめ皆さん方とタイアップして、やはり観光というものに、これから観光

立県という問題もありますが、これから力を入れていかないと、なかなか地方鉄道が活性化してい

くことは難しいという認識です。 

 

長野県知事 田中康夫 

 別所の方々が、送迎のバスをなくして、電車を… 

 

上田交通代表取締役社長 近藤佳男氏 

 それは、我々が緊急評価を含めた多額な設備投資をしなくてはいけませんので、そういう中で存

続問題を真剣に話し合っている、その中での実質的なアイデアとして別所の観光旅館さんが送迎バ

スを自粛しようという形で動いていることについては大変ありがたいと思っています。 

 

長野県知事 田中康夫 

 例えば、宿泊の方々は少し運賃が安くなるような方法とか、何か… 

 

上田交通代表取締役社長 近藤佳男氏 

 お客様が鉄道に求めているのは、やはり料金の問題と、それからいわゆる接続の問題、連絡運輸

ですね、上田でいえばしなの鉄道、新幹線、その連絡運輸の問題が改善されないということ。 

 それから、ダイヤの間隔はもうちょっと利便性を向上して欲しいというお客様の要請はあります。 

 そういう意味で、料金というものは、今までの料金設定というものは標準原価方式ですから、コ

ストに見合う分が国土交通省で認可されるかですけれど、苦しいなるが故にコストが高くなってし

まう、そうすると運賃が高くなってしまう。運賃が高いから乗らない、ひとつは悪循環みたいな形

で来たという側面がなきにしもあらずということでありますので、これから、企業だけでどれだけ

出来るか分かりませんが、料金はリーズナブルな料金で、間隔を短くということですが、別所線は

単線運転でございますので、なかなか思い切ったダイヤの間隔を短くといったことが物理的に難し

い線路であることは間違いない。 

 

長野県知事 田中康夫 

 昔、私も上田に住んでいましたんでね、上田・丸子の桑畑の中の丸子線の近くに住んでいたんで

すけれど、あのころの丸窓電車とかああいうのは、広島の例ではありませんけれど、かなり難しい

のですか。 
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上田交通代表取締役社長 近藤佳男氏 

 今回の問題で、いろいろな意見の中で丸窓電車を復活したらどうかというご意見が多数ある。今、

作った丸窓電車３両が別所温泉の駅に２両と、中塩田の駅に１両ありますが、あれをそのまま改造

してやるということは、もう作った方が早い、金銭的にも。という形になりますので、あれは難し

いと思います。 

 ただ、あれと同じような車両を新造車両として作りますと、１台約１億円強かかりますので、な

かなか思い切った投資が出来ないということでございますので。 

 ただ、丸窓電車というのが、今、秋葉原の文具店に行きますと、丸窓電車の塗料がまだ売ってい

るんです。私も初めて聞きました。ということは、それだけ丸窓電車に対する思い入れというのが、

ファンの方とかでいらっしゃる、それが乗客増に結びつくか分かりませんが、それを何とかやれな

いかと、まあ別所線が存続した暁にはやれないかと、そういう形も考えていきたいとは思いますが、

正直申し上げると、それ以前にそこまで持つかというようなことで、これが別所線の置かれている

状況です。 

 

長野県知事 田中康夫 

 上田市長は、何か、私の方には何ら音沙汰ないので、むしろ地域の方々が様々取り組んでいるこ

とをお便りをくださったりして伺っていますけれど、母袋市長はこの問題について、何かご意見を

伺っていますか。 

 

上田交通代表取締役社長 近藤佳男氏 

 行政にお願いしている形で、今、緊急対策本部を作られて、本部長は市長ということでやられて

おりますし、多分、別所線の存続期成同盟の皆さん方と一緒に、知事のところへ陳情にこられたと

思うのですが。 

 

長野県知事 田中康夫 

多くの市民の方とご一緒でしたが、具体的な何らご要請とか、あるいは、具体的に上田市はこの

ように沿線住民と主体的に関わろうというような戦略は特にはお話にはならなかった。 

 

上田交通代表取締役社長 近藤佳男氏 

 ただ、市も今年の３月くらいを目途に一定のスキームを決めて、別所線をどうするのかという形

で、いろいろな有識者を含めて検討している最中でございますので、まもなく、上田市としてどう

するかということは結論がでると思います。 

 

長野県知事 田中康夫 

 瀧澤さん、夏場に上高地や乗鞍に行かれる方、マイカーで沢渡に行くのでない方というのは、松

本駅で鉄路にお越しになると、島々線を使って新島々からバスに乗ってということですか。 

 

松本電気鉄道代表取締役社長 瀧澤 徹氏 

 以前は非常にそういう方は多かったのですが、今は年間で 20 万人弱になりました。 
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長野県知事 田中康夫 

 新島々からバスに乗られる方も 20 万人ということですか。 

 

松本電気鉄道代表取締役社長 瀧澤 徹氏 

 そうですが、ほとんどが沢渡までマイカーで行かれておりますね。 

 上田交通さんのお話のとおり、私どももむしろ観光ということよりは、いかに地域の方々のご利

用を増やしていくかということに重点を置いていかないと。 

 うちも、８億円近くの緊急対策費用をかけなければいかない中で、まだ、止めるという話は出て

いませんが、そういうことを考えますと非常に厳しい面もある。 

 本当は、電車でＪＲさんで松本まで来ていただいて、私どもの電車で新島々まで、それからバス

でという連携がとれればいいんですが、以前はＪＲさんが直通で島々まで入ったことがあるんです。

30 年ぐらい前ですかね。 

 

長野県知事 田中康夫 

 昔は、長野電鉄にもありましたよね。 

 

長野電鉄代表取締役社長 笠原甲一氏 

 昭和 30 年代にありました。 

 

松本電気鉄道代表取締役社長 瀧澤 徹氏 

 やはり、利用がなくてなくなっちゃったですね。 

 

長野県知事 田中康夫 

 今、地域の方の足であるということとで３社の方にお話いただきましたが、しなの鉄道はまだ、

放蕩息子が放蕩息子でないふりをしていますけれど、分からないですけれど。 

 今日、ご欠席ですけれど、ＪＲ東海さんはクレジットカードだけ全部使えるようになって欲しい

と、東日本のように、切に願っているんですけれど。 

 飯田線が、私も泰阜村というところに住んでいるんですけれど、豊橋の接続が、非常にですね新

幹線と飯田線が今回向上して、これは県の南信にお住まいの方々は、車でなくてですねおいでにな

る方は非常に喜んでいらっしゃるんですね。 

 しなの鉄道とＪＲ東日本新幹線も双方がご努力いただいて、軽井沢で夜、接続が出来る形を、軽

井沢にご停車いただく形が出来ましたが、そういう接続の点では、長野電鉄や上田交通はＪＲとは

どうなんでございましょうか。 

 それともう一点、諏訪や木曽の方からいただくのですが、ＪＲ東海の場合は比較的地域の足的な

線路なんですけれど、諏訪方面の方がですね名古屋方面に行かれるときに、塩尻の接続が非常に難

しいと。 

 もう一点、ご存じのように準急や急行というのがほぼ壊滅しちゃったわけでして、都市部におい

ては追加料金のない快速、新快速というのはありますけれど、私どもの管内ですと非常にそれが少
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のうございます。諏訪等の方々が松本に会合があるという時に、非常に短い区間なんですけれど特

急料金というものを払わないと、普通で行くと非常に時間がかかると、ただ、そういうものを区間

割引というようなものを考えていただけないかと。 

 あるいは、諏訪方面から木曽福島までというような形で乗り継ぐ場合のあれも、新幹線と在来線、

あるいは、こだまとひかり、のぞみというようなことと同様なことも考えていただけないかと。 

 とりわけ、塩尻が分岐点であるのですが、緑の窓口が１つしかないものですから、常に長蛇の列

が出来て、これは塩尻の小口市長からもですね、もう１つ窓口があってもそこが閉鎖されていると

いうようなご意見もあるんですがね。 

 優等列車にしてもやはり、地域の方々もご利用なさってこそですのでね、そのあたりもご検討を

いただければと。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

 接続の関係でありますけれど、非常にこれは悩ましい問題であります。仮にＡの駅での接続を考

えますと、Ｂの駅で接続がとれない。Ｂの駅で接続をとると、Ａの駅で接続がとれない。常に列車

運行上の最大の悩みであるということでありますので、途中いろいろな工夫をしながら、わずかな

がらも接続の改善をしているわけですけれども、この接続については非常に難しいと考えています。 

 

長野県知事 田中康夫 

 とは思いますが、中央東線は非常に、中央西線を考えますと、接続というのは甲府とですね小淵

沢と塩尻だと思うんですね。八王子もあるかもしれませんが、八王子の場合は、横浜線は常時接続

しているようなものでして。 

 そうしますと、とりわけ、身延線、小海線というのはローカルな位置付けであると思うんですね。 

 で、中央西線というのは、名古屋までいっている路線ですし、やはり塩尻の接続に関しては、県

民の方から広聴の方にもお話が多いんですねえ。 

 いずれのポイントでの接続をとるかということだと思うんですが。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

 停車駅での接続、普通列車への乗り換えを含めて接続をとっていくことになりますので、全部に

整合性をとって接続をとれるということにはならない。どの接続を良しとするかということである。 

 

長野県知事 田中康夫 

 ただ、優等列車どうしの接続というのは、比較的、鉄道会社では優先度が高いのではないですか。 

 特急あずさと特急しなのの接続、とりわけ、しなのは塩尻まではＪＲ東日本が運行しているので

すか、ちょっとそこは早急にお考えいただいて、なにゆえ、今のダイヤ変更が難しいのか、交通政

策課の方もですね、塩尻の接続の状況をすぐに検証して見せてください。 

 もう一点だけ、私も、今、大変厳しい財政なんで自慢じゃないんですが、出納長も副知事も一般

車両の運賃しかでていないんですが、染みついた生意気さでグリーン車に乗っているんですが、Ｊ

Ｒ東海のグリーン車は、のぞみだけでなくてひかりでもおしぼりがでるんですけれど、いつの間に

か東日本は出なくなった。東日本はお弁当を買って、お弁当がコーヒーを買った時におしぼりがな
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いか聞いても、おしぼりがないとおっしゃるんですけどね。せめてあのくらいは、東日本で、今、

やっているのははやてくらい、はやてか秋田まで行くこまちしかなくて、新潟までもなくなってい

ると思うんですけれど、様々県もコストカットしている時なので、コストカットの先駆者として見

習わなければいけないのかもしれないんですけれど、東海がそのような形の時に、長野新幹線に関

しては、もう少しご配慮いただきたいなと思うんですけれど。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

 ＪＲ東海さんがどうやられているかは知りませんけれど… 

 

長野県知事 田中康夫 

 東海はそういう形でございます。おしぼりも２種類、小さいのと大きいのとありまして、希望に

よって、小さいおしぼりというのはリクエストすれば出してくれるんですねえ。 

 

長野電鉄代表取締役社長 笠原甲一氏 

 あれは、特急料金を下げたときになくなったような… 

 

長野県知事 田中康夫 

 それによってそうなったのかというのは、分からないことですよね、一般的に、顧客にとっては

ですね。 

 逆に特急料金を下げられたということは、長野新幹線、北陸新幹線というんですか正式には、信

州新幹線といっていただければ、もっと、南信の方も松本から出てきて乗るようになるかもしれま

せんけれど、ただ、逆にいえば、稼働を上げるために値段を下げられたんだと思います。それは顧

客は喜ぶことなんじゃないかと思うんですけれど、稼働を上げる意味には、値段を下げるだけじゃ

なくて、クオリティを上げるということもあると思うんですね。 

 これは是非ですね、東海の車両で新幹線に慣れ親しんでいる方は全国のお客様で非常に多いと思

いますので、これは本社のそういう部門にですね、是非お伝えいただきたいと思います。 

 塩尻のみどりの窓口に関しては、是非これは小口市長からも、再三、私に要請を受けていますし、

窓口が本当に１つしかありません。みどりと通常の窓口１つですので。 

 もちろん、500 円くらい入れて、切符を買って、中で精算すると、優等列車に乗る時に、そうい

う方もいらっしゃるんでしょうけれど、律儀なお客様ほど行列をしてやきもきなさっていますしね、

実際の駅員の方も、やはりそのことを大変申し訳ないといっているようなので、ただ、おそらく駅

員の方からすると、コストカットの中でもう１つ窓口を増やすのは、というのも思われるかもしれ

ませんが、是非これは現場をご覧いただいてですね、とりわけ特急のご乗車の方が多い夕刻時刻と

かですね、ご覧いただいて、ご改良お願い申し上げます。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

平日のお客様、休日の段階で、それから曜日別、繁忙期、閑散期の中で、１つの窓口で良いと… 

この窓口でどういう工夫が出来るか考える余地があれば考えていく。まあ、窓口としては、１つ

で十分と考えています。 
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長野県知事 田中康夫 

でも、横に窓口があってもクローズしていますから。 

機械は１つであっても、そこで何か、乗車券を出すということは当然出来るでしょうし、車内で

も精算… 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

窓口があって機械がないというのは… 

 

長野県知事 田中康夫 

いえいえ、ですから長野駅では行ってらっしゃるようなですね。 

時間の足りない方に、車内精算という発想もおありですね。 

杉野さん、大変お待たせいたしました。まだ信州にお越しになって２年弱でございますが。 

 

しなの鉄道代表取締役社長 杉野 正氏 

生意気にも、諸先輩を差し置いて、お手元の資料の中に地方鉄道の活性化案というのを書かさせ

ていただきまして、この副題にも、ＪＲとの協調による県民の足しなの鉄道と、生意気にも書かさ

せていただいているんですが、やはり地方鉄道っていうのは、大動脈のＪＲさんと、そして我々末

端の血管の地方鉄道、これが補完し合わない限り我々地方鉄道っていうのはうまくは成り立ってい

かないんだろうなと。 

とりわけしなの鉄道に関しては、やはり日本一の会社である、そして抜群の営業力と、技術力と、

マーケティング力を持った、ＪＲ東日本さんと協調して、県民益を上げていくんだと、これが地方

鉄道しなの鉄道の生きる道じゃないかなと私は思っています。 

冒頭の観光についてなんですが、やはり今ですと、ＪＲ東海さん、ＪＲ西日本さん、ＪＲ東日本

さんを見ていても、先ほどファイナルディスティネーションになっていない商品が多いんじゃない

かなと。 

例えば、別所でも、我々の戸倉温泉でも、やはりディスティネーションが上田で止まっていると。

何故戸倉まで、何故小諸まで、何故別所までというようなのがないような感じです。 

ここに、東海さんと西日本さんがおられないんですが、例えば夏の大阪・名古屋発でも、長野で

終わってしまう。日本一の夏の時期、軽井沢に沢山の人が来ていらっしゃっていると思います。 

それに占める大阪の人は非常に少ない。 

何故ディスティネーションを軽井沢までしてくれないのかなぁと。そうすることによってお客様

が増えるんじゃないのかな。軽井沢は、ご存じのように車で環境が汚されている。そういう意味で

は「脱車」以外には、我々鉄道事業者は生き残れない。 

そういうことを考えて見れば、ファイナルディスティネーションまで乗り入れてきて欲しいな。 

当社は元々ＪＲでございますので、十分当社の区間には入ってこれると思います。 

是非ＪＲ東さん、先輩として連携したような商品を作って欲しいなと。 

そうすることによって、大動脈の人数も増えるし、また、我々にもメリットが出るのかなと。 

そういう意味ではしなの鉄道は、とかく JR さんと喧嘩しているんじゃないかと報道さんが煽り
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ますが、そんなことなく、真摯な態度で、是非ご協力していただければなと。 

なかなか声を上げても社長様の心に届かないのかなと。 

そういう意味では、観光については、お互いに商品造形を、造成をしていただけると、地方鉄道

としてはありがたいと思うし、我々の出資母体が県であり、市町村ということを考えると、県民益

に合致するものであると思っているものでありますので、是非この点をご協力願えれば思います。 

他にいろいろあるんですがゆっくり 

 

長野県知事 田中康夫 

どうぞ。 

先日も私、京都新聞の取材があったんですが、京阪電車が山科からの間を、おでん列車というの

をやられて、しなの鉄道のヒントを得て新聞で。 

どうぞ。 

 

しなの鉄道代表取締役社長 杉野 正氏 

協調の２なんですが、サービスということなんですが、やはりＪＲさんはスイカ始め、東日本さ

んはスイカを始め、サービスに力を入れて学ぶことが非常に多い。 

そういう意味では、そういったノウハウを積極的に導入していくと心がけているんですが、また、

お客様に対するサービスの支援の協力もお願い出来ればなと。 

今日も、しなの鉄道で長野まで来たんですが、お客様が、当社の線区で切符を買う。うちの方は

左の方に券売機があります。 

あるお客様は間違ってＪＲの券売機で買い、また、これでは乗れませんよと払い戻しをしてやる。

この区間では、当社の区間に流れ込むお客様が非常に多くございます。 

そういう意味では、営業所の設置の場所をお借りしたい。そういうこともお願いしている。 

やはりお客様あっての鉄道事業者であると思いますので、その点も考えていただければなと。 

それと、長野・篠ノ井間は残念ながらＪＲ区間でございます。 

当社は、いろいろお客様のサービスを、ＪＲ東日本さんをお手本にしながらやらさせていただい

ております。 

その中で、トレインアテンダントという者が乗っています。 

残念ながら、篠ノ井以降は当社の区間ではありません。 

そういう意味ではサービスがとぎれてしまう。 

重い物を持っている県民が、篠ノ井までは行けるんですがそれ以降についてはサービスが出来な

い。 

また上田駅で、大きな荷物を持ってお客様が、我々階段ですんで階段を上り、そして新幹線に改

札口まではお持ちできますが、それ以降についてはサービスがとぎれてしまいます。 

そういう意味では、サービスの先輩として、是非ご協力をしていただければと。 

それと当社は、朝と夕方に快速列車を有料で走らせていただいております。 

たぶん社長様のお耳には届いていないんですが、長野から夜快速電車に乗る切符については、Ｊ

Ｒ区間では販売してはいけないんだと。 

お乗りになるときに、ホームの隅でご迷惑をお掛けしませんと。それを授受をしてもよろしいの
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でしょうかというと。 

 

長野県知事 田中康夫 

それは？ 

 

しなの鉄道代表取締役社長 杉野 正氏 

例えばお客様が当社の…はい停まっています。 

次に停まるのが上田です。 

２００円御料金をお取りしているんですが、ＪＲの篠ノ井と長野間ではその切符を売ってはいけ

ないんだと。 

売るならば、売るのは良いんですが所場代をよこしなさいと。 

 

長野県知事 田中康夫 

車輌が篠ノ井を通過して以降、車内でお金をいただく。満員状態だと車掌が。 

 

しなの鉄道代表取締役社長 杉野 正氏 

二人で短い区間をやっているんですが、余計なコストを一人分かけなければいけない。 

その金額授受のため。 

お客様に対して非常に申し訳ない。社長のお耳には届いていないだろうと思いますけど非常に不

合理。 

 

長野県知事 田中康夫 

ただ齋藤さんどうなんでございましょう。 

例えば伊豆急とですね、ＪＲ東日本の優等列車の料金というのは、当然ＪＲ東日本の緑の窓口で

購入できているわけですね。 

東京駅、品川駅、横浜駅や今のようなケースというのは、その、特急というような格付けになっ

ていないのから難しいのですか。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

杉野社長の御議論の一番の基が違っていると思いますね。 

ご存じのように、ご案内のように、長野・篠ノ井間はＪＲ区間だという基本がございますので、

今現実に快速料金をしなの鉄道さんが販売されていますが、全額収受されていらっしぃますね。 

ただ、もし厳密に解釈するならば、快速料金といいますか、長野・篠ノ井間は私どもの区間でご

ざいますので、キロ按分で私どもに頂戴しなければいけないと思いますが。 

ご議論の中でここは私どもは頂戴しませんと。そういう意味では、車内販売というか現状の中で

は、全額をしなの鉄道さんに収受していただくと。 

 

長野県知事 田中康夫 

ＪＲ東日本側は、しなの鉄道とのいわゆるシームレスな繋ぎ目のないサービスという、これ航空
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業界だけでなくて、陸路においても、飛行機の場合には、例えば東京札幌が３社あったりですね、

宮崎とて３社あったりでするので、シームレスなサービスを考えて。 

鉄路というのは、なかば独占企業だという良い意味での安定運行が出来、逆にお客、しなの鉄道

との割引は、杉野さんのご指摘のようにＪＲ側が乗り継ぎ割引の率を下げたのですね。 

ですから、ご一緒に協力して調査させていただいた、篠ノ井・長野間のお客様はどこへ行くかと

いうと冠着・松本方面ではなく圧倒的に上田方向であったと。 

利便を考えれば割引ということに関して、その他伊豆急であったりですね、その他、西日本の方

が今日いらっしゃっていれば信楽鉄道とのことをお聞きしたいところですけども。 

そういう割引率というものに関して、算定があるんだと思いますので、是非それを見せていただ

かないと。 

しなの鉄道の場合との割引率を、ＪＲ東日本側が下げられた。 

下げたとか割引が少なくなったということですので、お客が減るということですので、根拠を是

非お示しいただきたいなと思いますね。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

乗り継ぎ割引については、しなの鉄道の開業の際に暫定的な措置としてとらせていただいたもの

でありまして、最終的にはこの割引については解消していきたいと思います。 

 

長野県知事 田中康夫 

ただそれは、例えば東京の場合にもですね、南北線のようなものが東急といろいろありますが、

そういったところが、今は、当初はですね、それぞれ運行者が違えば変わるということでしたが、

お客のシームレスな利便性ということでは、かなりの部分、例えば首都圏、あるいは近畿圏のよう

なところは、より私鉄各社協力しておりますし、ＪＲもたぶん西日本もそれに協力してると思うん

ですね。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

乗り継ぎ割引については、現実、今でも、まさに乗客のために暫定的に割り引きを実施しており

ます。 

 

長野県知事 田中康夫 

顧客の側からすればあれですよね。 

いろんな会社の松本電鉄さんも、諏訪バスと、川中島バスと、松本電鉄のバスと３つあるわけで

して、それはおそらく税法上の話じゃ全然なくて、まともな運行者としての気概だと思いますから。 

そうすると、１つのシームレスに１つのオペレーション会社になるということが良いということ

ですよね。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

御趣旨がよく分かりませんが。 
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長野県知事 田中康夫 

そうすると逆に、ＪＲ東日本さんは可能性があるのだったら、上田まではＪＲ東日本さんが再び

運行なさって、しなの鉄道なのか、いじけた鉄道だか知りません、分かりませんが、そこが上田か

ら軽井沢までの儲からない区間だけを、しこしこやるっていうのもありますし、あるいは別の方策

もあると思うんですね。 

それは運行者側の強者の論理になりませんか。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

長野・篠ノ井間は、ＪＲ東日本の鉄道営業区間だと申し上げているわけです。 

 

長野県知事 田中康夫 

今の乗り継ぎ割引の話になりますと、乗り継ぎが現実に、長野から篠ノ井以降へお越しになる方

が多いわけですよね。 

それらの方々にとってでわですよね、とりわけ、かつては１つのシームレスな運行会社であった

ものがですね、何らかの都合によって２社に分かれたので、割引はないと、それぞれの運賃計算を

するので、合算すると高くなると、それはその他に利用者には選択肢がないわけですね。 

車、自家用車であるとか、路線バスであるとか時間が違いますから、同じ土俵じゃないわけです

よね。 

東京・札幌は、３つの航空会社は同じ土俵ですから選択肢がありますけど、東京・長野だったり

東京・仙台というのは自家用車や高速バスが新幹線と同じ路線じゃないわけですよね。 

同様に長野から上田に行く、あるいは屋代まで行く、ということも路線バスが仮にあったとした

ら、自家用車があったとして、これは鉄路で行く場合と同じ土俵ではないわけです。 

きわめて独占的な企業であるということであります。 

独占的であるのは何故かといいますと、許認可事業であり、同時に顧客のために安全であり、ま

た快適であるためにですね、国家という権力が、そこの会社に、企業に運行を許しているというこ

とですね。 

独占的に運行を許された企業はどこを向くのかと言えば顧客を向く。 

より顧客を向くと。 

独占的であればこそ、そういうことは論を待たないということですね。 

おそらく、杉野さんもそういうことを申し上げておるし、私もまた、そういう観点から、何故そ

の割引は、会社が違うから割引はなくなって当然だと、いうことになれば、東京のような首都圏の

ようなところで、営団を含めて、あるいは都の交通局を含めて、私鉄各社が行っているのは、逆に

経営上至っていないということですね。 

いかがでしょう。 

何れにしても、地域の皆様、地域の足があってこそ、観光客が乗ってくださるということで御努

力なさっている。そこだけは私、東日本の見解をお聞きしたいと思います。 

今日お答えの準備がないようでしたら、この件に関しては本社の企画部門にご相談していただい

て。 
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ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

今、答えたとおりです。 

 

 

長野県知事 田中康夫 

もう一度おっしゃってください。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

どのことについてでしょうか。 

 

長野県知事 田中康夫 

割引は解消していくのが企業論理であるということについてです。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

企業論理ではなくて、しなの鉄道が発足した時点で、暫定的に乗り継ぎ割引をやりましょうとい

うことで、今の割引をやらせていただいたわけでありますので、暫定的ということで整理したとい

うふうに理解をしております。 

暫定的ということは、いづれどこかの時点で解消させていただくということで、そうお答え申し

上げます。 

 

長野県知事 田中康夫 

信州長野県だけでなくて、国にとって、国土交通省も一旦決めたこともですね、自分の意識が、

納税者の意識が変わる、時代が体制が変わる、顧客満足度を追求する中で大きく変更していくわけ

です。 

暫定的というふうに取り決めた文面は、私の前任者の時代になるのかもしれませんが、それは文

書を確認しますが、お金を払ってくださる納税者ではなく利用者であります。 

それらの方々の観点に立って、サービスを向上するということは、おそらくＪＲ東日本もやぶさ

かではないですね。 

そういたしますとですね、満足度で日々乗っていらっしゃる方ではなくても、一般的な常識をお

持ちの方がですね、同じ車輌に乗りながらですね、運賃計算の区間がそこで変わってしまっている。 

暫定的という理由の基で変わってしまう。 

ただでさえ、しなの鉄道はＪＲ東日本のたぶんキロ当たり半分の値段で営業をしているという、

脆弱な会社である。 

ＪＲ東日本は、しなの鉄道と同様のですね、苦しい区間を飯山線等をお持ちかもしれませんけれ

ども、他方では、しなの鉄道とは異なる、大変な収入があらかじめ保障された区間がありまして、

このあたりも、それぞれ他の３社は単独でですね、歯を食いしばってですね、厳しい中山間地の路

線を運行されておりますから、しなの鉄道より、より厳しいことはある程度理解が出来るわけです

ね。 

しかしながら、ＪＲ東日本の運賃は、キロ当たりはしなの鉄道より遙かに高い。 
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そしてその中で割引がなくなるという、県民の代表としては、なかなか理解に苦しむというとこ

ろですね。 

 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

私どもＪＲ東日本のキロ運賃と、それからしなの鉄道の運賃とは、同一ではないかと思いますが。 

 

しなの鉄道代表取締役社長 杉野 正氏 

キロ当たり１３円４０銭と１１円４０銭と。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

もう一度。 

 

しなの鉄道代表取締役社長 杉野 正氏 

キロ当たりの運賃収入です。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

そういうことではなくて、運賃制度そのものにつきましては、しなの鉄道開業時に、ＪＲ東日本

からストレートに移されたと、理解しておりますが違いますか。 

 

しなの鉄道代表取締役社長 杉野 正氏 

ＪＲ東日本さんの平均運賃、キロ当たりを見ると１３円４０銭ですよ。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

キロ当たりの営業収入ですね。私が申し上げたのは運賃制度のことでして、それは記憶にないも

のですから。 

 

しなの鉄道代表取締役社長 杉野 正氏 

何が言いたいのかというと、快速については確かにＪＲの長野・篠ノ井間は御社の営業区間で、

乗ってるお客さんは、次に降りるのは上田であって、御社のところは停まんないということですよ。 

そのくらいの配慮をしていただいてもよいわけですから。お願いでございます。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

長野駅で売らしていただくのはかまわないんでありますが。 

 

しなの鉄道代表取締役社長 杉野 正氏 

えっうそ。いけないってんでしょ。駅長さんが見てね。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

 20 



売らしていただく代わりに、ルールどおりに処理させていただくということでよろしいでしょう

かね。 

 

 

しなの鉄道代表取締役社長 杉野 正氏 

うちで言ったのはね。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

ですから、長野・篠ノ井間はＪＲ東日本の区間ですから。 

 

長野県知事 田中康夫 

そして、今後、仮に高速道路と同じように小泉政権が未来永劫続いて、新幹線がそのまま進捗し

ていった場合に、長野以北に関してはどのように。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

長野以北の完成時期は約１０年後と、概ね１０年後ですか。 

ということでございまして、具体的に、長野以北の内容につきましては特に検討しておりません。 

ただ１つ決定している事柄は、長野以北の新幹線の延伸の際に、並行在来線は、私どもＪＲ東日

本の経営から分離するということだけです。 

 

長野県知事 田中康夫 

その場合において、篠ノ井・長野間はどうされるのですか。 

つまりあの、長野行き新幹線と銘打っておられるようにですね、長野行き新幹線が完成したこと

に伴って、まあ軽井沢・横川間を鉄路をなくした問題というのは、ＪＲの範疇ではないかもしれま

せんが、並行在来線という言葉を使っておられるんでして、私どもが前からですね、篠ノ井行き新

幹線ではないと。 

長野行き新幹線なんだとですね。 

これが、しかしながら篠ノ井・長野間はＪＲ東日本なんですね。 

繰り返しますが、優等列車といってもですね、ＪＲ以外の場所を走っている列車は枚挙にいとま

がないわけですね。 

で、他社の車輌がＪＲ区間を走っている優等列車もあるわけですね。 

で、そして長野以北が北陸新幹線が延伸された場合には、長野以北も並行在来線になる。 

長野・篠ノ井間というのは今後どうなるのかということですね。 

そもそも私たちは、長野・篠ノ井間も長野行き新幹線の開通に伴って、篠ノ井・長野間は並行在

来線になるべきものであったという認識にいたっているわけでありまして、これは御社のですね  

変われば当然経営の方針が変わるよう、長野県信州も経営の方針も変わるわけであります。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

それにつきましては一昨年でしたでしょうか、社長大塚の名前でしたでしょうか、知事宛に既に
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解決済みのことでございますので、これ以上ご議論申し上げることはありません。 

 

長野県知事 田中康夫 

私たちは先ほど申し上げましたようにですね、国土交通省にとってもですね、過ちとは申し上げ

ませんが、良いものへと改める認識が良しという考えに立つ社会でありますから、私たち、お客と

いう視点に立てば、長野・篠ノ井間を当然並行在来線として、しなの鉄道が運行するのか篠ノ井・

長野間を、また別の民間鉄道会社が出来るのかは別としてですね、少なくてもＪＲ東日本でなく、

地元においてですね、運行する区間であるとこう考えております。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

ＪＲ東日本が運行すると理解しております。 

 

長野県知事 田中康夫 

ですから、そういたしますと１０年後くらいをですね、こうしたものを前もって話し合いを進め

ねばならないわけでして、ＪＲ東日本として、それは支社長としてのお考えなのか、ＪＲ東日本と

してのお考えなのか、長野以北に新幹線が出来たとしても、長野・篠ノ井間というものは引き続き

ＪＲ東日本が独占的に運行するべき、ＪＲ東日本の責任において管理するものとお考えなのか。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

長野以北に関しまして？ 

 

長野県知事 田中康夫 

いえいえ長野・篠ノ井です 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

具体的に北陸新幹線の長野以北の開業に伴う問題ついては、ご提起があれば議論させていただき

たいと思います。 

 

長野県知事 田中康夫 

いやそうするとそれを議論する中で、長野・篠ノ井間に関してもですね、現在の運行管理のＪＲ

東日本ではない、何らかの第２者、あるいは第３者が運行する可能性はあるということですね。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

分かりません。 

 

長野県知事 田中康夫 

分からないと言うことは、可能性は排除はしてらっしゃらないということですね。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 
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分かりません。私が答える筋ではありません。 

 

 

長野県知事 田中康夫 

どなたにお聞きすればよろしいですか 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

今後のご議論だと思います。 

 

長野県知事 田中康夫 

じゃあ、今後の議論いうことでありますと、すぐにそのテーブルを早急に設けませんと行政の側、

私どもの職員に、常に改革のスピードは早くせいと言っておりますが、なかなか私の命令が多岐に

亘るせいか、あっぷあっぷしており、田山のような有能な局長も来ておりますので、ならば議論の

テーブルを早急に設けていただけるようにですね、大塚社長にお願いをいたしたいと思いますし、

支社長もＪＲ東日本の役員でいらっしゃいますから、当然ボードのメンバーとしてですね、私が知

事として申し上げ上げたいことをお伝えしたいと。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

問題提起があったことをお伝えします。 

 

長野県知事 田中康夫 

いやしかしながら、いつの日かこれは話し合わなければならないことですよね。 

それは御理解なさってますよね。 

以北を誰が運行するかと言うことを。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

当然、長野県で御議論いただくことで、私どもが議論することではありません。 

 

長野県知事 田中康夫 

そうしますと、私たちの方で議論したものを公表すれば、それに従ってくださるというものなの

ですか。 

議論というのはテーブルにつかねば、議論は。 

 

ＪＲ東日本長野支社長 齋藤卓夫氏 

長野以北につきましては、私どもの経営から分離されるというものでありますから、その以北の

経営については、私どもが口を挟むものではありません。 

 

長野県知事 田中康夫 

ですから、そのときにまさにサービスがシームレスであるべきであるという意味であり、安全と
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いうことで、ＪＲ西日本の社長のですね会長でいらっしゃる井出さん等がお謝りになられている、

信楽鉄道の問題を見るまでもなくですね、シームレスで安全を確保するということに最大の配慮を

欠くということでですね。 

そういたしますと、篠ノ井・長野。 

仮に私どもがですね、しなの鉄道と北しなの鉄道に分かれるのか、しなの鉄道という会社が行う

ということになるとですね、とりわけその快速列車をですね、上田・豊野間という、朝晩の乗降客

が多いところを走らせるということになったときに、篠ノ井で乗務員が変わり、長野でまた乗務員

が変わるということになりますとですね、それは長野・篠ノ井間だけ同じ乗務員が運行室から出て、

満員のお客と一緒に乗って、また、長野から変われば乗務員は１人で良いんじゃないかという、シ

ミュレーションもあるかもしれませんが、安全の確保、定時運行、そしてお客への運賃での還元と

いうことを考えれば、当然この長野・篠ノ井間ということはですね、同じ包括的なテーブルの中で

議論しなければ、それは、利用者に多大な迷惑をかけること思いますね。 

でありますからして、今、おっしゃられましたように、長野以北の新幹線の延伸に伴う並行在来

線は、地元が考えるべきであるということであられますとですね、やはり、これは、長野・篠ノ井

間の問題をおいて私どもは議論出来ないと思いますし、逆に、齋藤さんが今、長野支社長というこ

とで取締役の座を務められているわけですから、これは逆に広い意味においては地元の栄えある一

員でございます。 

ＪＲ東日本長野支社の。 

そういたしますとこれは、ご一緒にお話し合いをさせていただくということを行わねばですね、

結果として、ＪＲ東日本に私たちだけ議論をしていくと、多大なる迷惑をお掛けすることになりま

す。 

これは私たちの望むところではございません。ですのでこの点に関してはですね、もし、今お答

えいただけないようでしたら、是非担当役員の方にもお取り計らいいただきですね、ご見解という

のを是非、お寄せいただきたいと思うものであります。 

時間があれでございますので、上田交通の問題というのは、確かに松本電鉄、長野電鉄電鉄も決

して、その大変失礼ですが、経営努力ついては上田交通の問題は、上田市長のご見解が非常に大事

でありますけれど。 

 

上田交通代表取締役社長 近藤佳男氏 

こういう機会はですね滅多にないと思いますので、是非知事のお考え方をお聞かせください。 

今、地方鉄道がですね大変、全国的に苦しい。 

当社だけでなくて全国的な傾向としてあるわけですね。 

そういう中で、知事は全国の地方鉄道をご存じじゃないと思いますので、他の、他県の地方鉄道

はいいとして、長野県にある地方鉄道、松電と、長電と、しなの鉄道さん、長野県内にある地方鉄

道が今後どうあるべきかということを、まず一点お聞かせ願いたいということ。 

それとやはり、地方鉄道が次々と消えていく中で、最終的な存比を決める場合はですね、私は地

域の皆様方がそれを決めるものだと思っています。 

そのときに、１００パーセント民間企業が運営している場合に、事業性というものを無視するこ

とが出来ないと私は思います。 
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そのときに、事業性と地域の皆様の選択とが合うようにするためには、やはり我々民間だけでは

大変難しい。 

そうなると、行政がどこまで立ち入ったほうが良いのかという、行政が立ち入るべき範囲、そう

いうものを知事のお考え方を聞きたいと。 

それと、今、上田交通は１４年度と１５年度に行われた国土交通省の緊急安全点検がありますが、

これに要する費用が今後１０年間に１０億円ぐらいかかると思われているわけで、そのときに毎

年々々２千万から３千万なりの経常赤字が出ているという、今の実態と、お客様が、年々３パーセ

ント前後減っていると。 

こういう状態の中で、我々、民間事業者にとって単純に言えば、１０年間に１０億ということで

すから、年間１億強を負担していくということが、果たして我々の費用の限界を超えているという

現実もあるわけです。 

かといっても、市民は残して欲しいと、上田市民が７万４千人の署名が集まり、いろんな意味で

の諸団体での存続希望がいっぱい来ております。 

中で、じゃあどうすればいいのか。 

そこで行政の関わりとして、我々としては、やはり鉄道事業は社会を支えるインフラだという感

じで持っていただきたいと、お願いをしておりますが、そういうことを、知事は地方鉄道を含めて

どうあるべきかということを、是非こういう機会あまりありませんので、お聞かせいただければ大

変ありがたいと思います。 

 

長野県知事 田中康夫 

いわゆるマスメディアの論調でですね、地球温暖化の時代に鉄道が大事であると先ほど申し上げ

たように、ビルバオやストラスブルグやミラノも低床式の電車に全部替えております。 

その都市交通がそうであるというのは皆さんの場合も地域の足ですが、いわゆる都市交通という

よりはですね、それぞれの集落を結ぶ形の電車ですね。 

一個、私はイギリスのような上下分離をすることで経営効率を図って事故が多発すると、あるい

はアメリカのようなアムトラックのような事故が多発するという、これはもう完全に防がねばなら

ない訳です。 

ただ国土交通省にも申し上げようと思っていることは、そうした観点に基づいてですね、鉄道の

安全性基準というものをですね、年々ハードルを高くなさっているのか。 

それとも例えば、後で私どもコモンズから始まる信州ルネッサンス革命というので、信州という

ふうに名称をですね、用いていこうということについて、信州という自治共和国にしようというこ

とと、一緒に桜井よし子さんがですね週間ダイヤモンドに書きました、住基ネットに関して報じら

れていることとは違う、私たちが本来警告を発しております内容に関しまして、記事がございます

ので後で読んでいただこうと思いますが、どうもその、ＩＴや環境や福祉にですね、箱物を作ると

いうことでの予算の増大がありますけれども。 

国土の安全ということに、国土交通省は真にイギリスやアメリカではならないところの安全とい

うことですね、基準を経ているのか。 

それがまた、新たなですね新しい公共投資や公共事業というですね、住民に還元されない経済効

果ということで捉えているのかということは、国の財政を破綻を申している中においてですね、お
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そらく他の省庁よりも、かねて国土交通省の意識が変わってきていると非常に心強いと思っている

わけでして、私たちの行ってまいりました脱ダム宣言以降のことを大半のことを認めていただいて

おります。 

この基準というものもですね、私は安全性を阻害するということじゃなくてですね、むしろその

安全性のために動くお金や、それによって経済効果があるという人たちの視点じゃなくて、真の利

用者であったり、真の運行者の観点に立ったものにしていただかないといけないんじゃないかとい

う気がしております。 

また、合わせてですね、その持続的に運行していく場合、これはしなの鉄道の杉野さんにも繰り

返し申し上げておりますが、しなの鉄道にとってもですね、県民全体の鉄道ではないと思っていま

す。 

これはやはり、東北信地域とりわけ現時点においては大半が東信地域の方々の足でして、東信地

域の自治体、あるいは関係の方々がですね、自律的にこれを支えようと具体的な意欲と向上があっ

てこそ、私たちの一緒のテーブルでですね、お話をし、行われることを私たちも一緒に行っていく

ことでございます。 

ですので、先般母袋市長がお越しになられたときにですね、むしろ真に愛情を持ってですね、丸

窓だとか、塩田平のデジタルを残さねば、私たちのコモンズが崩壊してしまうと思いでお越しにな

った方のご意見が強かったですね。 

ただ、そういう方々の方策は、お金の手だてを含めてなかなか考えることは難しいことでござい

ます。 

もちろん愛好会を作って、その何か基金を作ることもあるかもしれません。 

それはやはり、上田市長にも一度お越しいただいてですね、具体的に上田の駅前の活性化もまた、

上田交通に寄与すると思いますので、駅の反対側の部分もビジョンも含めてお聞きして、そのうえ

で県がどういうことが一緒に出来るのかと思っております。 

ただ私は、基本的に信州の目配りということで言えば、長野電鉄、上田交通、松本電鉄等のそれ

ぞれの運行というものは、大変に住民にとってはよりどころだと認識を思っております。 

また、逆に不勉強ですので、他の地域で再生に向けて様々な東急電鉄のデータも全国にもおあり

かと思いますので、教えていただければ学びたいと思います。杉野さんにも御協力を頂きたいと思

います。 

あの、１時間半ほどの時間でございますが何か。 

 

上田交通代表取締役社長 近藤佳男氏 

次に近代化の補助金の問題でございますが、現在補助金という形で国の補助金の基にやっていま

すけど、先ほどの基準が良いかどうかは別にして、当面それに向かって善処していかなければなり

ませんので、是非それには県の御協力も頂かなければいけませんので、是非我々も一所懸命やって

おりますので、我々の使命は安全の確保でございますので、安全なくして運行することは出来ませ

んし観光に使う事も出来ません。まさにもう、その段階でございます。 

そういう意味で、県も応分の負担を、予算付けを受けるよう、県も財政が厳しいということを連

日新聞紙上で知っておりますが、そういう中ではありますが、近代化工事に対する県の応分の負担

は是非お願いいたします。 
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長野県知事 田中康夫 

それは私どもの所管部局の方でですね、お話はお聞きしていると思いますが、あらためてその状

況を確認いたします。 

 

上田交通代表取締役社長 近藤佳男氏 

ありがとうございます。 

 

長野県知事 田中康夫 

同時にそれは十分承知したうえでやはり、今の基準を全部の地方鉄道にやっていくということは、

国にとってパンクしちゃう話でしてね、安全をもちろん軽んじろということではなくて、先ほど申

し上げたように、これもまともな１つの箱物公共事業ということになりますと、これは運行会社の

望むところではない形のですね、費用の増大になったような部分もあるので、改めていただこうと、

これも改めていただこうと申し上げるのも私の責務であると思っております。 

そういうところは逆にですね、全国のことですので滝澤さんからも実際にお感じになられている、

その辺の補助金やあるいはハードルの高さか分かりませんが、実際に運行に、日夜あたられている

方からもですね、ご不満があればですね、私が言う分にはたぶん所管官庁もまあしょうがねぇ、と

いうことになるのでしょうが、皆さんがおっしゃられると、またそこで陰湿ないじめがあれば皆さ

んにご迷惑がかかっちゃいますので、是非教えていただきたいと思います。 

 

長野電鉄代表取締役社長 笠原甲一氏 

今、近藤社長が言っていただいたことについて、近代化に対する補助金というのは普段運行して

いるそれについては、多少ハードについてはお客様にお出ししていただくことはあるのかもしれま

せんが、県についてはですね、安全性緊急評価というのがまだまとまって向こうから出てきません

けれども、いろいろ車輌の関係、鉄路の関係、トンネルとか橋梁の関係ですね、これ１０年以内で

緊急的に直すべきだといういうような事でやっておりますが、そういう状況です。 

ただそういうような方向が出てもですね、例えばの話、ある日突然、橋梁が落ちたとかトンネル

の点検はしてますけど、崩れたとすれば、我々とすれば多分ですね電車を止めざるを得ないという

状況の中でですね、我々とすれば線路を廃止してしまうのはどういうのかなというふうに思ってお

り、そういうときに緊急に行政側で県なり市なりそういうとこから援助が得られればね、生き残れ

るのかなというのが非常にそう思っております。 

 

長野県知事 田中康夫 

ただそれはですね、免許事業として長野電鉄が笠原さんを代表として行ってらっしゃる訳ですね。 

今おっしゃられたのは、私は今近藤さんとお話していたのは、国の側の安全基準がですね、実態

というものに即して、きちんと良い意味で評価されて、評価することをもう一度確認するという意

味で申し上げたのでして、今おっしゃられた、そのトンネルとか、隧道や橋梁がですね、落ちたり

ということは、いやしくも免許事業として行っている以上は、その企業の責任においてですね、や

はりそれは安全確認しているわけでして、そのことを契機として、鉄路の運休・復旧ではなくです
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ね、鉄路を廃線するというお話になりますと、これは私どもの問題ではなくですね、あくまでも免

許事業で行ってらっしゃる事業は公的な事業でありますから。 

 

長野電鉄代表取締役社長 笠原甲一氏 

知事がおっしゃっていることはありますけど、近藤さんの方の近代化補助を延長していく、どう

しても安全性緊急評価の中の基準のことでして、我々ももちろん日常点検して安全だということで

走らせている訳でして、ただ、だんだん我々施設が古くなっていくことでして、それに要するお金

も相当になってしまいます。ランニングではもちろん検査もしますし、ただ従来と同じようにやっ

ていますが、近代化補助金の予算の枠がどうしても増えてくる。 

近藤さんがおっしゃったように、これは日常的な物もありますけれど、多少そういうような大き

な投資に対して、やはり近代化の補助金に対して県の方に援助を考えていってくださいということ

であります。 

まだ、今のところは軽微な安全的なものもありますけれども、もう少しこれ投資として大きく崩

れたとか何とかは極端な話ですが、こういうものに対しては日常的にこれにお金がかかってくるも

のですから考えていただきたいということですね。 

   

松本電気鉄道代表取締役社長 瀧澤 徹氏 

笠原さんがおっしゃったことは、トンネルとか橋梁というのは非常に投資額がですね、橋脚１本

直すだけでも３億４億かかると。 

そういうものにはある程度考えていただきたいとお話ししただけでございまして。 

 

長野県知事 田中康夫 

そこのところは分かりますが、私たち職員も京王電鉄に派遣研修するという形で、ご存じのよう

に京王電鉄は東京において唯一ですね、雪の日にも運休しないと、電車のところにカンテラがつい

てると、そうしたことをしてさらに運賃を下げると、東急電鉄も非常に運賃が安いということに大

変な努力をなさっていると思います。 

もちろん南北線等出来るときには国のさまざまな補助もあるんだと思います。 

京王電鉄等のですね、あるいは東急電鉄等が既存路線に関してどのような計画でなさっているの

か、あるいは国も今後地方鉄道に対して、今おっしゃられた７０年８０年のオーバーホールの時期

に関して、どのように考えているのかがですね、きちんと明確に示してもらわないと、これは逃げ

ではなくて一地方自治体のみで賄えるわけではない。 

国全体のそうしたですね、鉄路に関しての考えというものが、もし示されていないとすればです

ね、これも田山に確認させますが、これも合わせて私は国土交通省に申し上げなければならないと

思っております。 

 

松本電気鉄道代表取締役社長 瀧澤 徹氏 

今までの国土交通省の考えは、電車を使っている以上は一人乗ろうが千人乗ろうが安全度は同じ

だよという考え方で、ですから非常に収入収支のバランスが悪い状況の中ではそういうものには追

いついていかない、というのが現状だと思いますね。 
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今後のところでは、国土交通省もある程度は補助率に配慮していただかないと、県もある程度配

慮していただかないとやっていけないと思います。 

 

長野県知事 田中康夫 

まあ、行政と結構鉄道会社って似ているんじゃないかと先ほどの高橋幸子氏が言ってましたが、

行政も最近は、半ば独占的に信州に住んでる人が、東京地区でしたら江戸川区から江東区に移ると

か、税金の高い安いで変わるとかと。 

鉄道も従来は、歯を食いしばってなさっていましたが、そうじゃない主幹鉄道は鉄建公団が新線

で終点に遊園地か野球場作りますので日銭も入って、５千人住んでる人は６ヶ月分前払いしてくれ

るという点では、先ほどの行政に似ていると申し上げましたが、皆様のそれぞれご大変な経営努力

で、流通面以上にサービスも万全になっているということでもありまして、そういう意味では、た

だいまのご指摘の点はよく分かると思いますし、同時に国の側がきちんと示さねばいけないと思い

ますし、確認したいと思いますし、また、その上で皆様の自助努力に甘えるのではなくてですね、

一緒にこうした場を設けさせていただいたり、お話しさせていただきますし、知事室の方にもまた

気軽にお越しいただいて腹を割って、同時に地域の足でもあり、同時に信州という類い希なコンセ

ンスを持った場所を多く訪れて下さることが、日頃の皆様の地道な活動が、同時に良い意味で行っ

ていくことが、県外の方々にも利用していただけるですね、信州になっていく。 

そのためには、共に歩んでいけますことに努力を惜しみませんので、是非これからもですね協力

をお願いいたします。 

大変に今日はお忙しい中をありがとうございました、先ほどの新しく信州知事の名詞を作りまし

たのでお持ちをいただいて、そして手元に資料がございますのでお荷物になりますがまたお読みく

ださい。 

 

長野県企画局長 田山重晴 

本日はどうもご熱意あるご討論をいただきありがとうございました。 

以上で鉄道の未来を語る懇談会を終了させていただきます。 
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