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ふるさと銀河線における戦略的協働
菅

原

Ⅰ はじめに

浩

信

つまり，これらは，地方交通の維持を図って
いくために，NPO・政府・企業間の戦略的協
働3）が必要なことを示唆している。しかし，こ

１．問題意識
近年，地方交通においては，事業や路線の廃

うした戦略的協働が「なぜ」，「どのように」実

止が増加している。また，モータリゼーション

現されているのかについては，これまで十分に

や過疎化・少子化の進展等，地方交通を取り巻

言及されているとはいいがたい。

く環境は年々厳しさを増している。そこで，今
後とも地方交通を維持していくのであれば，交

２．研究目的と研究方法

通事業者等の企業だけではなく，政府（国・都

そこで，本研究では，地方交通の維持を図っ

道府県・市町村）や住民・NPO も，地方交通

ていくために必要とされる NPO・政府・企業
間の戦略的協働が「なぜ」，「どのように」実現

の運営に参画する必要がある。
例えば，高橋（2006）は，
「バス事業の維持・
改善の責任を事業者あるいは自治体のいずれか

されているのか（すなわち，戦略的協働のプロ
セス）について解明することを目的とする。

のみに負わせるべきではない」とし，「公（中

本稿では，ふるさと銀河線の運行を協働プロ

央・地方政府）・共（地域住民の非営利組織）・

ジェクトの事例として取り上げ，その戦略的協

民（民間のバス事業者）のそれぞれが努力し，

働のプロセスの解明を試みる。ふるさと銀河線

金銭のみならず知恵と労働力を出し合うパート

は， 2006 年４月まで池田〜北見間の 140.0km

ナーシップが求められている」としている1）。

を結んでいた路線であり，その前身は 1911 年

また，下村（2006）は，「鉄道を存続・活性化

に開通した旧国鉄池北線であった。旧国鉄池北

していく上で，鉄道事業の運営に公的部門・民

線は，第２次特定地方交通線に選定承認され，

間部門だけではなく，市民が主体的に運営に参
加する方向性に期待感が集まっている」とし，
「こうした運営形態を『第四セクター鉄道』と
2）

呼ぶ動きが見られる」としている 。

1）高橋（2006），pp.56-57。
2）下村（2006），p.１。この他，菅原（2008）は，地
域航空輸送サービスにおける第３セクター（事
業者）と行政（県）のパートナーシップについ
て言及し，第３セクターが，行政とのパートナー
シップだけではなく，民間企業や地域住民等と
のパートナーシップを構築することにより，公・
民パートナーシップへの拡大を図っていく必要

があることを指摘している。これは，すなわち，
NPO（地域住民等）・政府（県・市町村）・企
業（第３セクター，民間企業）間の戦略的協働
に他ならない。
3）本研究では，戦略的協働を「NPO，政府，企業
という３つの異なるセクターに属する組織が，
単一もしくは２つのセクターの組織では達成で
きない，社会的ニーズの効果的な充足および多
元的な社会的価値の創造のために，協働して特
定のプロジェクトを形成・実行するプロセス」
（小島・平本（2009）
，p.156）と定義する。なお，
以下，「戦略的協働」あるいは「協働」と略記す
る場合がある。
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1989 年６月からの約 17 年間においては第３セ

協働の窓とは，特に重要な参加者である協働ア

クターの北海道ちほく高原鉄道㈱に引き継がれ，

クティビストが，①特定の問題を他の参加者に

ふるさと銀河線として運行されていた。沿線地

注目させたり，②自らが得意とする解決策をお

域におけるモータリゼーションの進展や少子化

し進めたり，あるいは，③特定の組織のやる気

の進行といった厳しい環境状況にもかかわらず，

を発揮させたりする好機を指している。協働の

ふるさと銀河線の運行が約 17 年間にわたって

窓には，問題の窓，解決策の窓，組織のやる気

継続されたのは，NPO（沿線住民等による支

の窓の３種類がある。

援組織等）・政府（国・北海道・沿線１市６町）

問題，解決策，組織のやる気の３つと活動と

・企業（北海道ちほく高原鉄道㈱）間の戦略的

では，それぞれが生成し，活動の流れの中でそ

協働が実現されていたからである。

れらが浮遊する経路が大きく異なっている。問

なお，本稿では，主として，文献・資料，新
聞記事等の２次データが用いられている。

題，解決策，組織のやる気の３つの場合は，さ
らに以下の２通りの経路に分かれる。①協働の
窓が開くのを契機に，３つの流れの中にある協
働の場で，問題，解決策，組織のやる気のそれ

Ⅱ 分析のモデル

ぞれが生成する。こうして生成した問題，解決
本研究における分析に際しては，小島・平本
4）

（2009）が提示した「協働の窓モデル」 を採用
する。協働の窓モデルは，戦略的協働が「なぜ」
，

策，組織のやる気は，それぞれ開いた協働の窓
を通って，活動の流れの中に入って浮遊する。
②３つの流れの外にある協働の場で，問題，解

「どのように」実現されるのかについて解明す

決策，組織のやる気のそれぞれが生成し，協働

ることを目的としたものである。戦略的協働が

アクティビストを含む参加者が，各流れの中に

「なぜ」，「どのように」 実現されるのかは，

問題，解決策，組織のやる気のそれぞれを投げ

①参加者と協働の場，②問題の認識・定義と解

込む。この②で投げ込まれた問題，解決策，組

決策の生成・特定化，③組織のやる気の生成と

織のやる気は，各流れにおいて，当期に開いて

活動の展開，④協働の決定・正当化と協働の窓，

いる協働の窓がある場合には，その窓を通って，

⑤協働の成果の５つの要因によって決まる。

活動の流れに入って浮遊する。しかし，当期に

協働の窓モデルの概要は，以下の通りである

開いている協働の窓がない場合には，生成した

（表１）。協働の窓モデルとは，協働プロジェク

各流れの中で，そのまま浮遊する。一方，活動

トを，問題の流れ，解決策の流れ，活動の流れ，

は，活動の流れの中にある協働の場で生成し，

組織のやる気の流れの４つの独立した流れの合

そのまま活動の流れの中で浮遊する。

流によって説明しようとするものである。これ

活動の流れの中を浮遊している問題のリスト

ら４つの流れは，左から右へ時間の経過ととも

であるアジェンダ，解決策のリストである諸解

に流れており，普通の時点あるいは決定的な時

決策，組織のやる気のセットである組織のやる

点に，協働の窓が開くことによって合流する。

気状況，活動のセットである活動状況の４つの
すべてが，協働アクティビストが相互に結び付

4）詳細については，小島・平本（2009）
，pp.162-164。
なお，協働の窓モデルに基づく事例研究として，
菅原（2006）
，相原・横山（2008）
，後藤（2008）
，
小島・平本・樽見・後藤（2008），小島・畑山・
大原・樽見・平本（2008），相原（2009），後藤
（2009）， 平本・大原・小島・後藤（2009）があ
る。

けるのに十分な内容を備えている場合，１つの
パッケージが構成され，特定のアジェンダと諸
解決策が正式に決定・正当化される。こうして
決定・正当化された戦略的協働，すなわち実現
された戦略的協働が参加者によって本格的に実
行される。一方，活動の流れを浮遊しているア
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ジェンダ，諸解決策，組織のやる気状況，活動

第１期，②第３セクター化による存続が決定さ

状況の４つのうち，少なくとも１つが，協働ア

れるまで（1985 年８月〜1988 年 11 月）の第２

クティビストが相互に結び付けるのに十分な内

期，③ふるさと銀河線として運行が継続された

容を備えていない場合，１つのパッケージは構

ものの，多額の赤字を計上したこと等により，

成されず，特定のアジェンダと諸解決策も正式

ふるさと銀河線経営改善計画が策定されるまで

に決定・正当化されないため，戦略的協働は実

（1988 年 11 月〜2000 年２月）の第３期，④ふ

現しない。
戦略的協働のプロセスは，第１期（前史），
第２期（形成期），第３期 （実現期），第４期
（展開期）の４期間に区分され，年代記分析に

るさと銀河線関係者協議会が設立され，そこで
の議論の結果，ふるさと銀河線が廃止されるま
で（2000 年２月〜2006 年４月）の第４期であ
る。

基づ い て解 析 さ れる 。 第 １期 （ 前史 ） は ，
NPO，政府，企業のうちの一部もしくは全部

１．第１期（〜1985 年８月）

の参加者が特定の協働プロジェクトを開始する

（１）政府

ための準備を行っている期間を指している。第

日本国有鉄道（以下，国鉄）は，1964 年度

２期（形成期）は，NPO，政府，企業のうち

にはじめて純損失を計上し，1966 年度に繰越

の一部もしくは全部の参加者が特定の協働プロ

欠損金を発生させる等，財政危機状況に陥って

ジェクトを開始したものの，アジェンダ，諸解

いった。国鉄は，1969 年度から３度にわたり

決策，組織のやる気状況，活動状況の４つは部

再建計画を策定したが，その財政状況は好転し

分的にしか結び付いておらず，戦略的協働が正

なかった。1979 年１月 24 日，運輸政策審議会

式に決定・正当化されないまま，部分的に実行

国鉄地方交通線問題小委員会は，バスよりコス

している期間を指している。第３期（実現期）

トのかかるローカル線をバスあるいは第３セク

は，第２期を経て，アジェンダ，諸解決策，組

ター等に転換すること等を求めた最終報告を，

織のやる気状況，活動状況の４つが完全に結び

運輸大臣に提出した。1980 年 12 月 27 日，こ

付き，協働プロジェクトが正式に決定・正当化

の最終報告の内容を骨格とする「日本国有鉄道

される期間，すなわち戦略的協働が実現する期

経営再建促進特別措置法」（以下，国鉄再建法）

間を指している。第４期（展開期）は，第３期

が公布・施行された5）。

の終わりに正式に決定・正当化された協働プロ

1981 年３月 11 日，国鉄再建法施行令が公布・

ジェクトを全部の参加者が本格的に実行してい

施行された。そこでは，まず，国鉄線（245 線，

る期間を指している。また，第４期には，既存

約 22,460km）を，輸送密度を基準として「幹

の協働プロジェクトの改良や修正がなされたり，

線系線区」と「地方交通線」に区分した。次に

協働プロジェクトが隣接する他の問題領域に波

「地方交通線」のうち，特に採算の悪い（輸送

及したり，新たな協働プロジェクトが展開され

密度 4,000 人/日未満の）83 線（バス輸送への

たり，既存の協働プロジェクトが発展的に解消

転換が困難な線区を除いた約 3,160km）を「特

されることもある。

定地方交通線」とし，バス転換あるいは第３セ
クター等への経営転換を行うこととした。この

Ⅲ 事例

うち，営業距離 30km 以下で輸送密度 2,000 人/
日未満の行き止まり線，および営業距離 50km

以下，本事例を４期に区分し，記述する。４

以下で輸送密度 500 人/日未満の計 40 線 （約

期とは，①旧国鉄池北線が第２次特定地方交通
線に選定承認されるまで （〜1985 年８月） の

5）魚住（1994）
，pp.10-19。
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730km）を「第１次特定地方交通線」，輸送密

事ら北海道内各界の代表が上京し，２次線の廃

度 2,000 人/日未満で第１次特定地方交通線に選

止凍結を求めて，自民党や関係官庁に要請を行っ

定されなかった 31 線（約 2,000km）を「第２

た8）。

次特定地方交通線」，輸送密度が 2,000 人/日以

それまで，全国知事会では，運輸大臣の承認

上， 4,000 人 /日 未満 の 12 線 （約 340km） を

のステップとなる知事意見書の提出凍結を申し

6）

「第３次特定地方交通線」とした 。
1982 年 11 月 22 日，池北線は，他の道内 13
線とともに，第２次特定地方交通線（以下，２
7）

合わせていた9）。しかし，運輸省が 1984 年５月
中の一括承認方針を打ち出したこともあり，他
県からの知事意見書の提出が進んだ。その結果，

次線）に選定された 。1983 年５月 11 日，関

1984 年４月末現在での知事意見書未提出は北

係市町村の組織化を図ることを目的に「北海道

海道と福岡県のみになった。1984 年５月 18 日，

国鉄地方交通線（第２次線）確保対策市町村会

北海道は，国鉄線として存続するために必要な

議」の設置が決定された。６月 19 日，池北線

措置を講ずるよう強く要請する知事意見書を提

沿線の北見市，訓子府町，置戸町，陸別町，足

出した10）。

寄町，本別町，池田町（以下，沿線１市６町）

知事意見書の提出は，以後，法律に基づいて

および帯広市の各市町長と議会議長で構成され

廃止・転換が進められることを意味していた。

る「国鉄池北線存続対策会議」（後に「池北線

これを覆すには，国鉄再建法に何らかの特例が

対策会議」に名称変更。以下，対策会議）が設

付帯される必要があった。1984 年６月 14 日〜

置された。対策会議の下には，当時沿線１市６

15 日，その前日開催された「国鉄第２次線確

町のすべてに存在していた沿線住民による池北

保対策全道会議」をうけて，横路孝弘北海道知

線存続運動組織（以下，池北線存続運動組織）

事を先頭に中央陳情が行われた。６月 20 日，

が置かれた。８月９日，特定地方交通線問題で

２次線を３つのグループに分け選別して承認す

は初めての「北海道民総ぐるみ」の大会である

るという運輸省の最終案が自民党に示された。

「北海道国鉄特定地方交通線確保対策全道大会」

営業キロが 100km を超える池北線，天北線，

が開催された。８月 11 日，横路孝弘北海道知

名寄本線，天北線（以下，長大４線）について
は，厳寒期を含め代替輸送としてバス運行が可
能かどうか十分な調査をするまで承認保留になっ

6）運輸省国有鉄道改革推進部（1990），pp.41-44。
なお，特定地方交通線の廃止・転換の枠組は以
下の通りである。①特定地方交通線は国鉄が選
定し，都道府県知事の意見提出を経て，運輸大
臣が承認する。②その後，運輸省，建設省，北
海道開発庁（北海道のみ），国家公安委員会，国
鉄，関係地方公共団体，都道府県公安委員会で
構成される「特定地方交通線対策協議会会議」
（以下，協議会会議）が開催され，廃止・転換後
の地方交通について協議される。③協議が成立
すると，廃止・転換についての事務作業が行わ
れることになる。しかし，協議開始後２年経過
し，協議を継続する意味のないことが明らかで
ある場合，国鉄が沿線の意向を無視して廃止許
可の申請を行う（いわゆる「見切り発車」）こと
になる（運輸省国有鉄道改革推進部（1990）
，pp.
67-81，および魚住（1994）
，pp.24-27）。
7）池北線の２次線選定に至る背景については，菅
原（1998），p.36。

た11）。
1985 年２月 28 日，池北線で厳冬期調査が行
われた。その結果，特に問題はないと判断され

8）魚住（1994），pp.36-38，pp.64-68。池北線存続
運動組織としては，「置戸町池北線問題対策協議
会」，「国鉄池北線利用促進会議」（本別町）等が
ある。これらの組織は，住民組織ではあるが，
行政主導で設立され，対策会議と足並みをそろ
えて活動していた。
9）1983 年３月４日に提出凍結の申し合わせがなさ
れていたが，10 月 28 日に解除されている（魚住
（1994），pp.36-39）
。
10）運輸省国有鉄道改革推進部（1990），pp.54-56，
および魚住（1994），pp.40-42。
11）魚住（1994）
，pp.45-49。
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た。８月１日，運輸省は長大４線の廃止承認を

年３月 29 日，国鉄の川口常務理事が横路孝弘

決定し，翌２日運輸大臣によって承認された。

北海道知事に，長大４線での協議会会議の早期

このことによって，国鉄による池北線の存続が

開催に協力を求める杉浦総裁名の要望書を渡し

断たれた12）。

た。５月９日の長大４線市町村会議では，中央
での情勢をふまえた結果，協議会会議不参加を

２．第２期（1985 年８月〜1988 年 11 月）

貫き通すことが難しいとの共有認識に至った。

（１）政府

そこで，各線ごとに協議を持ち，住民の合意を

1986 年１月 16 日，三塚博運輸大臣は，長大

得た上で協議会会議参加の最終結論を出すこと

４線を機械的に廃止しないことを明らかにした。

になった。７月４日に長大４線の共同歩調が整

そして，転換の完了しない特定地方交通線は，

い，７月 15 日，長大４線合同の第１回協議会

新経営形態での旅客会社を経営・運行主体とす

会議が開催された。そこでは，「仮に民営化が

ることにより，一定期間存続するという方向と

実現された後においても，バス転換はもちろん

なった。３月 14 日に閣議決定された「日本国

第３セクター化などではなく，国の保証の下に

有鉄道改革法等施行法案」の中に，1987 年４

おける新会社による鉄路としての存続を強く要

月以降の特定地方交通線対策が規定された。こ

請する」（寺前北見市長）等の発言がみられた。

れによって，長大４線は，1987 年４月に開業

つまり，長大４線の沿線市町村は，中央での政

する北海道旅客鉄道株式会社（以下，JR 北海

治決着により存続が実現されることを期待して

道）の下で第３セクター化，バス転換，部分存

いた14）。

続等の道を探ることになった13）。
国鉄は，旅客会社による暫定運行期間をでき

ところが， 1987 年７月１日に行われた北海
道と長大４線の合同陳情において，北海道選出

るだけ短くすることで赤字負担を最小限に抑え

国会議員から「法的に廃止が決まっている以上，

たいという考えを持っていた。 そこで， 1986

政治決着に賭けるべき」であり，「残してほし

12）運輸省国有鉄道改革推進部（1990），p.56，およ
び魚住（1994），pp.70-71。特に問題はないと判
断されたのは以下の理由による。①積雪寒冷地
対策として停留所にボックス型の施設を転換交
付金でまかなえる。②列車の利用実績が廃止基
準の輸送密度（1,000 人/日未満）で漸減傾向にあ
る。③道路網がほぼ鉄道に並行して走っており，
冬季間の除雪も行われている。④通学ラッシュ
時等もバスで十分対応できる。
13）運輸省国有鉄道改革推進部（1990），p.36，およ
び魚住（1994），pp.73-74。1987 年４月以降の特
定地方交通線対策の内容は，以下の通りである。
①経営形態変更までに廃止・転換未了の場合，
旅客会社が暫定的に旅客運輸営業を行うととも
に，所要の対策を推進しバス等への転換を図る。
②２年の経過措置を設けて，その間に廃止・転
換手続きを進める。③運営に要する費用は清算
事業団が２年間に限り旅客会社に支払う。④転
換交付金は期間内（２年以内に廃止の許可申請，
２年半以内に廃止）になされたものに限り交付
する。⑤転換事業者への運営に要する費用の補
助は，従来通り政府が行うことができる。⑥第

３セクター化の場合，無償で鉄道施設を貸付ま
たは譲渡できる。
それまで，長大４線の沿線市町村は，鉄路存続
の期間を少しでも長くするために協議会会議の
開催の先送りを図っていた。しかし，このこと
によって，最終結論を出す時期が遅くとも２年
後と明確になり，協議会会議の開催の先送りが
意味をなさなくなった。
14）魚住（1994），pp.74-76。1986 年 11 月 28 日，衆
議院の解散（1986 年６月）で廃案になったため
国会に再提出された「日本国有鉄道改革法等施
行法案」をはじめとする国鉄改革関連８法案が，
参議院本会議で可決・成立した。この背後には，
長大４線存続の「密約」があったとされた。つ
まり，法案成立を目指す自民党と，「実」を取ろ
うとする社会党が裏折衝をした結果，「長大４線
については，新会社移行後の推移を見ながら，
道や関係市町村の意向を尊重して対処する」と
いう内容の「確認書」を交わしたというのであ
る。この後，北海道と沿線市町村が政治決着を
目指す姿勢をより明確にしたのは，この「密約」
があったからである（魚住（1994），pp.76-77）
。
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いのみの陳情では通用しない状況である」とい

会議が開催され，各市町村が住民の納得を得た

う話が出た。そこで，長大４線の沿線市町村は，

上で第３セクターへの応分の負担をしていくこ

協議会会議をこれ以上引き延ばすことを諦め，

とや，国や北海道へ負担を要請していくことが

北海道に対して存続の具体策を策定するよう求

協議された。２月 16 日，対策会議による北海

めた。北海道は，存続のためにこれまで通り沿

道への陳情において，沿線１市６町は「地元も

線の窓口としての役割を果たしていくほか，で

応分の負担をすること」を明らかにした。３月

きるだけ沿線の負担が少ない方向で政治決着さ

25 日，第３回協議会会議が開催され，収支試

れることを期待していた。こうして，７月 31

算の内容が明らかにされた。４月 19 日，対策

日〜８月 20 日にかけて，長大４線では第２回

会議が収支試算の精密検討勉強会を開催し，翌

の協議会会議が開催された15）。

20 日の対策会議では第３セクターでの鉄路存

９月４日，北海道と長大４線代表市町村担当

続を再確認した。しかし，沿線１市６町だけで

課長会議で，経営収支試算等の勉強会を実施す

第３セクター化を行うのが困難であることは明

ることが合意され，10 月に入ると各線で勉強

らかであった。さらに，４月 26 日に実施した

会が始まった。池北線では，JR 北海道と北海

中央陳情の結果，国の特別措置が見込めないこ

道運輸局が参加して，10 月９日，11 月６日，

とが明らかになった。そのため，沿線１市６町

12 月４日に開催された。この勉強会を通じて，

は，北海道と JR 北海道の負担に期待せざるを

沿線１市６町は，赤字補填をするための膨大な

得なくなった18）。

経営基金の必要性を知り，国からの補助が鉄道
16）

存続の可否を握っていることを認識した 。

一方，北海道は，長大４線の沿線市町村から
存続の具体案の策定を求められていた。しかし，

1988 年に入ると長大４線の沿線市町村の動

北海道案の提示は，1988 年２月，４月，５月

きが活発化した。1988 年１月 18 日，北海道と

と延期されていた。北海道は，運輸省との交渉

長大４線代表市町村長会議が開催され，北海道

途中で，長大４線全部を存続させるのは難しい

から時期の切迫を理由に，各線ごとに具体的な

ということを明らかにしてはいたが，まだ最終

問題を検討することで存続へ向けての対応策を

方針を決めかねていた。第３セクター化の経費

煮詰めていくことが提案された。長大４線の沿

を北海道と沿線市町村だけで負担していくのは

線市町村は，結束し続けることをめぐって各線

不可能であった。そこで，北海道案に実行性を

の思惑の違いが明らかになったことから，この

持たせるためには，政治レベルでの特別措置が

提案を受け入れ，個別にその後の対応に取り組

必要であった19）。

17）

むことになった 。

1988 年９月２日，三塚博元運輸大臣が，社

池北線では，1988 年１月 29 日，対策会議が

会党の田辺 JR 対策委員長と社会党北海道選出

開催され，第３セクター化による鉄路存続を検

議員会に対し，政治収拾案を提示していること

討していくことが確認された。２月５日，対策

が明らかになった。政治収拾案の主な内容は，

15）魚住（1994），p.78。池北線では，８月７日に第
２回協議会会議が開催されたが，第３回協議会
会議の早期開催を求める JR 北海道と，もう少し
時間が欲しいとする沿線１市６町の話し合いは
平行線をたどった（魚住（1994）
，p.79）
。
16）魚住（1994），pp.79-80。
17）魚住（1994），pp.80-81。動きが活発化した背景
には，期間内に結論を出さなければ国から転換
交付金が交付されないということがあった。第

３セクター化の場合は運輸省の申請手続きに通
常１年半近くかかること，バス転換の場合は長
距離になるため調整に時間がかかることから，
いずれにしても 1987 年度中には転換方法を決定
しなければならなかった。なお，各線の思惑の
違いは，鉄路存続の可能性の大小によるもので
あった。
18）魚住（1994）
，pp.87-89。
19）魚住（1994）
，pp.89-91。
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以下の通りである。①４線のうち営業係数が比

３．第３期（1988 年 11 月〜2000 年２月）

較的低い池北線全線と名寄本線のうち名寄−下

（１）政府

川，紋別−遠軽の区間（＝「1.5 線」）を第３セ

1988 年 11 月 27 日， 第３セクター化の準備

クターで存続する。②赤字対策として JR 北海

を進めるため，池北線運行対策準備会が発足し

道が７年間，出向職員の人件費の半分を負担す

た。12 月 15 日，対策会議が開催され，新会社

る。③初期投資の負担軽減のために政府が３億

の名称を「北海道ちほく高原鉄道株式会社（仮

円を支出する。９月７日，自民党と社会党の間

称）」とすることが決定された。12 月 27 日，

で政治折衝が行われたものの，政治収拾案通り

会社設立発起人会が開催され，久島武北見市長

20）

が設立発起人総代に就任した。1989 年１月 20

の決着になった 。
９月 17 日，北海道は，長大４線代表者会議

日，池北線運行対策準備会が開催され，新路線

で，政治決着に沿った北海道案を代表市町村長

名が「ふるさと銀河線」と決定された。１月 25

に提示した。北海道案は，鉄路として存続され

日，会社設立発起人会が開催され，定款，商号，

る「1.5 線」の場合，新たな基金として北海道

株式の配分先等が決定された。２月 27 日，第

が計 61 億円，沿線市町村が計 32 億 5,000 万円

５回協議会会議が開催され，転換の時期（６月

を負担する等，沿線市町村にとって負担の重い

４日），輸送計画，転換交付金の使途等が決定

内容であった。長大４線の沿線市町村は，基本

された。２月 28 日，会社設立総会が開催され，

的には北海道案を尊重する方向で議論を行うこ

北海道ちほく高原鉄道㈱（以下，ちほく高原鉄

とになった21）。

道）が発足した。初代社長には久島武北見市長

池北線では，９月 18 日，対策会議が開催さ

が就任した。取締役は沿線１市６町の首長，網

れ，北海道案を尊重する方向で議論がなされた。

走支庁長，北見商工会議所会頭，北見信用金庫

これは，地理的に受益が少ないにもかかわらず

常務理事，置戸町元助役（代表取締役専務，常

負担が巨額となる北見市が第３セクター化に前

勤）という構成になった。３月 30 日，代替鉄

向きな姿勢を示し，同様の状況の池田町も同調

道事業者認定書および第１種鉄道事業免許状が

したことで，沿線１市６町の足並みが揃ってい

ちほく高原鉄道に交付された。５月 26 日，対

22）

たためである 。10 月 31 日，対策会議が開催

策会議が開催され，その後の方針について協議

され，第３セクター化に必要な経営安定基金と

された。その結果，対策会議を解散し，帯広市

資本金の各市町負担額が決定された。11 月 14

を除き北海道を加えて，新たに「ふるさと銀河

日，第４回協議会会議が開催され，池北線の代

線振興会議」（以下，振興会議）を設立するこ

替輸送を第３セクター方式による鉄道輸送とす

とになった。６月３日，JR 池北線は 78 年の歴

23）

ることが決定された 。

史を閉じた。そして，翌４日から，ふるさと銀
河線としてスタートした24）。

20）魚住（1994），pp.91-92。
21）魚住（1994），pp.92-93。
22）魚住（1994），p.94。
23）熊谷（2005），p.４。経営安定基金は「北海道ち
ほく高原鉄道経営安定基金」という名称で，北
見市に設置された。 積立額は， 北海道が 43 億
5,000 万円，沿線１市６町が 13 億円，転換交付
金（初期投資分を差し引いた分）が 25 億 6,629.4
万円の，合計 82 億 1,629.4 万円であった。経営
安定基金は，第１基金（沿線１市６町と北海道
で積み立てたもの，元金の切り崩しは不可），第
２基金（転換交付金），第３基金（設立後５年間
の経営維持を目的に，沿線１市６町と北海道で

積み立てたもの）に分かれていた（竹倉（2004）
，
pp.63-65）。また，資本金については，北海道と
沿線１市６町が各 40％（２億円），残りの 20％
（9,995 万円）は民間がそれぞれ出資した。（菅原
（1998），p.40，および竹倉（2004）
，p.65）
。
24）熊谷（2005），pp.4-6，菅原（1998），p.38，魚住
（1994），pp.95-96。当初，沿線１市６町は，新会
社の社長に横路孝弘北海道知事の就任を要請し
たが， 北海道は要請を断った （『北海道新聞』
（1988 年 12 月 24 日））。また，沿線全体の振興会
議の他に，沿線１市６町のそれぞれに市町振興
会議がおかれていた（菅原（1998），p.42）。
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開業当初より，沿線１市６町は，ふるさと銀

年１月完成，観光物産館・バス案内所・ホール・

河線に対して積極的な支援を展開した25）。1989

ギャラリー・喫茶店等の複合施設「あしょろ銀

年 10 月，振興会議の発案により，ふるさと銀

河ホール 21」），置戸駅（1996 年 12 月完成，コ

河線を全国に PR するため「友の会」が発足さ

ミュニティーホール等の複合施設「コミュニティー

れた。会費は 3,000 円で，会員になると会員証，

ホールぽっぽ」），訓子府駅（2000 年 11 月完成，

テレフォンカード，会報（年１回）が送られる

駅舎機能を持つ農業交流センター）等が整備さ

とともに，９駅の中から希望する駅のホームに

れた28）。

あるモニュメントに星型のネームを掲げること
26）

ができるというものであった 。

さらに，振興会議では，利用促進キャンペー
ン等の PR 活動や，運賃助成を行った。この運

1990 年からは，沿線１市６町や振興会議が

賃助成は，北見市以外の６町の振興会議で実施

中心となって，利用客の安定確保を図るために，

され，４人以上の団体に運賃の２分の１を助成

各種イベントが積極的に実施された。1991 年

するものであった29）。

からは，沿線をあげたイベントとして「ふるさ

しかし，依然として毎年の赤字が５億円前後

と銀河線まつり」が，沿線１市６町の持ち回り

という状態が続いていた。1997 年に入ると，

で，年１回開かれてきた。また，沿線１市６町

このままでは使える経営安定基金が 2001 年度

の観光イベントと組み合わせて，団体客の利用

で底をつく見通しであることが明らかになった。

27）

促進も図られた 。
また，沿線１市６町は，まちの顔としての駅
を中心とした市街地の再開発や商店街の近代化

そこで， 振興会議は， 財政支援を求め， 1997
年２月に運輸省へ，６月に北海道へ，それぞれ
陳情を行った30）。

に取り組んだ。沿線の主要駅では，地域の特色

一方，1997 年６月，池田町は，ふるさと銀

ある駅舎および駅周辺整備計画が実施された。

河線の存廃問題を協議する「銀河線を考える会」

1991 年９月，本別駅が，レストラン，多目的

を発足させた。鉄路を残すか，代替交通へ転換

ホール，簡易郵便局等の複合施設「ステラプラ

するかという突っ込んだ議論のほか，沿線住民

ザ」 として完成した。 その後， 陸別駅 （1993

のアンケート調査を実施した31）。また，1998 年

年４月完成，宿泊施設・資料館・物産館等の複

３月，訓子府町議会で，訓子府駅の改築をめぐ

合施設「オーロラタウン'93」），足寄駅（1995

り，「将来的に銀河線がなくなることも考慮し
て，町並み全体から駅舎の位置を考えたらどう
か」という発言がなされた32）。この頃より，沿

25）例えば，訓子府町では町職員の出張時にふるさ
と銀河線の利用を義務付けていた（『北海道新聞』
（1989 年７月４日）
）。
26）熊谷（2005），p.９。
27）例えば，1994 年には，銀河線スケッチコンテス
ト，短詩の旅，沿線綱引き大会（北見市），ポテ
トフェスティバル， 沿線市町対抗バレー大会
（訓子府町），沿線対抗人間ばんば，ビール列車，
忘年そば列車，銀河線スタンプラリー（置戸町）
，
パークゴルフ大会（陸別町），駅伝大会，パーク
ゴルフ大会，菊まつりツアー，歌謡ビール列車，
広尾味覚ツアー（足寄町），パーク＆ビール列車，
ゲートボール大会，菊まつりの旅（本別町）
，パー
クゴルフ大会，グルメツアー，カーリング大会
（池田町）等のイベントが行われた（北海道開発
コンサルタント㈱（1995）
，p.11）
。

線１市６町においても，ふるさと銀河線の廃止
を前提とした議論がタブーではなくなってきた。

28）北海道開発コンサルタント㈱（1995），p.12，熊
谷（2005）
，pp.10-19，および竹倉（2004）
，p.68。
29）竹倉（2004）
，p.67。
30）
『北海道新聞』（1997 年３月７日，1997 年５月 10
日，1997 年７月 20 日）。
31）
『北海道新聞』（1997 年３月 12 日，1997 年７月
20 日）
。
32）
『北海道新聞』（1998 年３月 31 日，1998 年５月
15 日）
。
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1994 年６月，開業後５年が経過したことで，

（２）企業
1989 年８月６日，ちほく高原鉄道はダイヤ

国の財政支援（赤字額の２分の１を補助）が打

改正とワンマン運行を実施した。このダイヤ改

ち切られた。さらに，経営安定基金の運用益が

正により，運行本数は上下 26 本から 39 本へ増

当初予定の 5.4％に届かず，1995 年度より第２

便され，池田〜北見間で１日１往復の快速「銀

基金の元本を取り崩さざるを得なくなった36）。

河」が運行された。1990 年３月 10 日に実施し

そのため，ちほく高原鉄道は，一層の合理化が

たダイヤ改正の結果，陸別から北見への通勤・

求められることになった。そこで，かねてより

通学が可能となり，北見に下宿して通学してい

導入を計画していた CTC（列車集中制御装置）

た高校生の半数以上が親元から通学できるよう

化に国の補助が決まったことから，1995 年度

になった33）。 1990 年５月， ちほく高原鉄道は

より３カ年で CTC 化工事を実施することになっ

「ふるさと銀河線１日フリーきっぷ」の発売を

た。 1997 年 11 月１日， CTC システム装置が

開始した。以後，「お買い物割引きっぷ」（1991

全線で使用開始された。この CTC 化に伴い，

年），「特殊回数券」（1993 年），「銀河 GOGO

人件費（1999 年度までに 22 人の削減）をはじ

きっぷ」（1994 年）等の割引切符を発売した。

めとする経費の削減と安全輸送の確保が図られ

1991 年 11 月，ちほく高原鉄道はダイヤ改正を

た37）。さらに，当初，2001 年度から予定してい

実施し，帯広乗り入れを実現させた。その結果，

た車両の更新を断念し，1998 年度から２年計

池田での乗換えが不要となり，所要時間が短縮

画で修繕し延命を図った38）。

34）

され，利用者の利便性の向上が図られた 。
1990 年６月， ちほく高原鉄道は団体客の利

1998 年５月，ちほく高原鉄道，北海道，沿
線１市６町は，ふるさと銀河線連絡協議会（以

用促進を図るべく，イベント車両を導入した。

下，連絡協議会）を発足させた。連絡協議会は，

ちほく高原鉄道は，このイベント車両を活用し，

鉄道の存続を前提に，中・長期的な視点に立っ

「ビール列車」，「ミステリー列車」等のイベン

た「ふるさと銀河線活性化推進調査」を実施し

トを積極的に実施した。また，1993 年度から，

た。その結果，帯広直通列車廃止等の経費削減

ちほく高原鉄道は大手旅行代理店等に対して，

策を実施しても，経営安定基金がいずれは底を

ふるさと銀河線を利用する観光ツアーのセール

つくとし，ふるさと銀河線の高速化による JR

ス活動を進めるようになった。沿線の温泉施設

特急列車の運行可能性の検討を提言した39）。

とのタイアップによるパックツアーや，秋の紅

この内容をふまえ，2000 年２月，ちほく高

葉や厳寒の道東を体験するツアー等が実施され

原鉄道は「ふるさと銀河線経営改善計画」（以

た。その後，ツアー客は急増し，1996 年度に

下，経営改善計画）を取りまとめた。その主な

は東京や関西方面から年間 5,408 人のツアー客
がふるさと銀河線を利用した35）。

33）熊谷（2005），p.８，および『北海道新聞』（1990
年６月３日）。開業時の運行体制については，菅
原（1998），p.39。
34）熊谷（2005），pp.９-10，菅原（1998），p.39，お
よび『北海道新聞』（1990 年５月 25 日，1991 年
11 月１日，1993 年９月１日）。
35）熊谷（2005），p.９，p.12，p.14，菅原（1998），
p.45，および『北海道新聞』
（1994 年 10 月 25 日）
。
この他，1994 年には，旅行業の営業所開設や損
保代理店業務の開始等を行い，経営の多角化を
進めている（
『北海道新聞』
（1994 年６月 15 日））
。

36）熊谷（2005）
，P.15，および竹倉（2004）
，p.65。
37）熊谷（2005），p.13，p.16，および『北海道新聞』
（1994 年６月４日）。
38）
『北海道新聞』（1998 年２月 24 日）
。
39）熊谷（2005）
，P.17，および『北海道新聞』
（1998
年５月７日，1998 年５月 22 日，1999 年４月１
日）。高速化については，日本鉄道建設公団札幌
工事事務所が札幌〜北見間の高速化の研究に着
手し，ふるさと銀河線経由の方が４時間を切る
という結果が出た。しかし，JR 石北本線の沿線
市町村が危機感を募らせ，両線の駅がある北見
市は板挟みの格好になった（
『北海道新聞』
（1996
年７月 23 日））とされる。
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内容は， 以下の通りである。 ①運賃の値上げ

た42）。1993 年 12 月，「北海学園北見大学旅行研

（2001 年度，2005 年度にそれぞれ 10％）。②人

究会」は，列車イベント「映画列車で行くシマ

件費の削減（95 人→86 人，訓子府・陸別・本

フクロウとオーロラタウンの旅」を行った。そ

別駅の無人化）。③車両削減（２両）に伴う保

の他，帯広畜産大学萬鉄道相談屋と共同で臨時

守経費の削減。④踏切廃止（11 ヶ所）や無人

列車を運行（1994 年５月）する等の活動を行っ

駅廃止（川上・薫別・様舞の３駅）に伴う修繕

た43）。1994 年４月，「北海道ボランティアレン

費の削減。しかし，これらの方策を計画通りに

ジャー山川草木を育てる集い本別町支部」は，

実施したとしても，年間４億円程度の赤字が予

仙美里駅に植樹を行った。その他，仙美里駅裏

想され，取り崩しが可能な経営安定基金（第２

の草刈り（1995 年 10 月，1996 年６月）等の活

基金） で赤字補填ができるのは， １年延びて

動を行った44）。1994 年８月，「さかいのファミ

2004 年度までとなるにすぎないことが明らか

リーステーション」は，無人駅の境野駅を借り

になった40）。

受け，ミニ図書館等に活用した。その他，境野
駅を中心としてフリーマーケット（1994 年 10

（３）NPO

月）や，もちつき大会（1995 年 12 月）等の活

開業以降，沿線住民等によるふるさと銀河線

動を行った45）。1996 年５月，「北見歩こう会」

の支援組織（以下，支援組織）等が，ふるさと

は，ふるさと銀河線に乗ってお花見に行く「ふ

銀河線を活用した様々な活動に取り組み始めた。

るさと銀河線で観桜ウォーク」を行った。その

その契機になったのは，「ひまわり号」である。

他，北見市・訓子府町・置戸町の各市町振興会

1992 年４月，本別町，足寄町，陸別町の障が

議の協力を得て，1997 年９月９日，人気アニ

いを持つ人に列車の旅を楽しんでもらおうと，

メ「銀河鉄道 999」にあやかった「レールアン

「友情列車ひまわり号を走らせる会」が発足し

ドウォーク銀河鉄道 999」を行った46）。1998 年

た。９月 23 日，置戸町の「もっと馬力だすべ

11 月，十勝管内の人形劇サークルで構成され

え祭り」を見に行くため，ボランティアを含め

る「十勝人形劇協議会」が，池田〜本別間で人

総勢 105 人が乗車した。この取り組みは，これ

形劇を上演した47）。

以降も継続的に実施された41）。
1992 年 11 月，北見市内の有志が，「ふるさ
と銀河線を愛する会」を旗揚げした。代表が主

４．第４期（2000 年２月〜2006 年４月）
（１）企業

宰する「北見手づくり絵本の会」が列車でのイ

ちほく高原鉄道は，策定した経営改善計画に

ベントを行ったことを契機に，ふるさと銀河線

基づき，上下３本の減便（2000 年４月１日），

の振興策を民間レベルで考えようと設立された
ものである。「ふるさと銀河線を愛する会」は，
列車イベント「レールとワインとステーキと」
（1994 年６月），出前講談（1994 年７月），「宮
沢賢治の星まつり」（1995 年９月） 等を行っ

40）熊谷（2004），pp.24-25，および『北海道新聞』
（2000 年２月 17 日，2000 年２月 20 日，2000 年
２月 22 日）
。
41）熊谷（2005），p.11，菅原（1998），p.44-45，お
よび『北海道新聞』（1992 年９月 24 日，1998 年
９月 14 日，2000 年９月 12 日）。

42）菅原（1998），pp.44-45，および『北海道新聞』
（1992 年 11 月 28 日）。
43）菅原（1998），pp.44-45，および『北海道新聞』
（1993 年 11 月 24 日）。
44）菅原（1998），pp.44-45，および『北海道新聞』
（1994 年４月 24 日）
。
45）菅原（1998），pp.44-45，および『北海道新聞』
（1994 年８月 23 日）
。
46）熊谷（2005）
，pp.14-16，菅原（1998）
，pp.44-45，
および『北海道新聞』（1997 年９月９日）
。
47）
『北海道新聞』（1998 年 11 月６日，1998 年 11 月
30 日）
。
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訓子府・置戸・陸別・足寄・本別の各駅の土・

2002 年に入ると， ふるさと銀河線の存廃問

日・祝日の無人化（2000 年９月１日），運賃値

題の早期決着が求められるようになった。2002

上げ（2001 年４月１日）等を実施した48）。2001

年３月２日，神田孝次北見市長は「2004 年度

年７月 30 日〜８月５日， ちほく高原鉄道は

中に第２基金が底をつくのはみえている。2003

「SL 銀河号」（池田〜北見間，１日片道運転）

年度中に整理が終わっていないと，2004 年度

49）

を運行した 。11 月２日〜４日には，松本零士

に突入できない」と，ふるさと銀河線の存廃問

氏のデザインによるふるさと銀河線のラッピン

題について 2003 年度中に結論を出す考えを明

グ列車「999 イエロー＆ホワイト号」を運行し

らかにした53）。しかし，その決着は，2003 年の

た。 ラッピング列車は， 2002 年１月 22 日，

統一地方選挙後に先送りされることになった54）。

「スペシャル 999 号」として運行，以後は毎月

2003 年２月６日， 振興会議が国土交通省や北

１回，第３日曜日に１往復運行することになっ

海道選出国会議員に対して，ふるさと銀河線の

た50）。

存続に向けた国の支援策拡充を要望したが，前
向きの感触は得られなかった55）。

（２）政府
一方，沿線１市６町では，経営改善計画が提

（３）政府・企業

示され，ふるさと銀河線の厳しい運営状況が明

そこで，2003 年３月 29 日，ふるさと銀河線

らかになったことが契機となり，ふるさと銀河

の存廃問題の決着を図るべく，北海道，沿線１

線をめぐる議論の必要性が主張され始めた51）。

市６町，ちほく高原鉄道により構成される「ふ

また，沿線１市６町の間には，ふるさと銀河線

るさと銀河線関係者協議会」（以下，関係者協

に対する温度差が表れ始めた52）。

議会）の第１回会合が開催された56）。

48）『北海道新聞』（2000 年３月 30 日，2000 年８月
31 日，2001 年３月 16 日）
。
49）熊谷（2005），p.18，および『北海道新聞』（2001
年７月 30 日）
。
50）熊谷（2005），p.19。
51）例えば，「存続するかどうかも含め，根本的な議
論が必要な時期にきた」（池田町）という意見が
出ている（『北海道新聞』
（2000 年２月 22 日））
。
52）例えば，取り崩し可能な経営安定基金が底をつ
く 2004 年以降の対応をめぐり，「道の補助を得
て，沿線自治体で赤字補填するのもやむを得な
い」（深見訓子府町長） という意見の一方で，
「市民の合意が必要」（神田孝次北見市長），「住
民の理解を得られるのか」
（勝井池田町長）とす
る意見が出た（
『北海道新聞』
（2001 年３月 20 日）
）
。
また，ＳＬ銀河号の再運行をめぐっても，「大成
功。来年も運行するように提案したい」（金沢陸
別町長），「経費などの課題はあるが，可能であ
れば続けていきたい」
（井上置戸町長）の一方で，
「毎年走らせてこれだけ盛り上がるかどうかは分
らない。経済効果などを分析した上で判断した
い」（神田孝次北見市長）（『北海道新聞』（2001
年８月 11 日）
）と，同じような温度差がみられ
た。なお，こうした沿線１市６町間での温度差
の存在は，魚住（2007），p.８でも指摘されてい
る。

53）
『北海道新聞』（2002 年３月３日）。
54）
『北海道新聞』（2002 年 11 月 29 日）。鉄道事業法
では，廃止の場合，１年前までに国への届出が
義務付けられている。仮に，2004 年３月末で廃
止するとすれば，2003 年３月末までに廃止を決
断する必要があった。しかし，2003 年４月に北
見，訓子府，陸別，足寄の１市３町で首長選が
あるため，議論の進展が期待できないとの判断
により，先送りになった（『北海道新聞』（2002
年 12 月 20 日）
）とされる。
55）
『北海道新聞』
（2003 年２月７日）
。これに先がけ，
2003 年１月 28 日，沿線１市６町の首長らが北海
道庁を訪れ，ふるさと銀河線の存続に向けた新
たな財政支出の陳情を行った。これに対し，堀
北海道知事は「税金の使い方について（道民の）
皆さんが納得できるものにしなければならない」
，
「今後も鉄路に依存するのか，別の交通手段に切
り換えるのかも議論しなければならない」と述
べた（『北海道新聞』（2003 年１月 28 日））。「ふ
るさと銀河線関係者協議会」の設置は，こうし
た堀北 海道知 事の意 向をふ まえたも のであ る
（『北海道新聞』
（2003 年３月２日）
）とされる。
56）熊谷（2005）
，p.32，および『北海道新聞』（2003
年３月２日，2003 年３月 30 日）
。
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６月 21 日，第２回関係者協議会が開催され

11 月 23 日，第４回関係者協議会が開催され

た。北海道は，年４億円の赤字が出続けるふる

た。北海道は，以下の３点を主張し，「鉄路廃

さと銀河線以外の道を探るよう，沿線１市６町

止・バス転換が望ましい」という方針を提示し

に求めた。それに対し，置戸・訓子府両町長が

た。①高速化については時速 130km で走行す

「道とともに赤字負担する用意がある」とバス

るための整備に約 140 億円かかる見通しである。

転換へ議論が傾くことに反発，陸別町長は第１

②鉄道輸送に比べバス輸送の場合は国や北海道

基金の一部を取り崩し赤字補填財源にするよう

の補助金で補填できるため，沿線１市６町の負

求めたのに対し，北見市長は「赤字負担につい

担は大幅に圧縮される。③ふるさと銀河線を現

ての考え方は自治体によって違う」と距離を置

状のままで存続した場合，北海道が出せる補助

いた。結果として，北海道が提案したバス転換

金は年間 4,500 万円が限界である。沿線１市６

も含めた協議開始を，沿線１市６町が受け入れ

町からは，「道の試算は疑問」，「銀河線は北海

た57）。

道全体の財産」等と反発，鉄道存続の意見が出

９月４日，第３回関係者協議会が開催された。

されたが，北海道は，先送りせず地域の足をど

北海道は，以下の３点を主張した。①鉄道と同

う守るかとの観点から協議会として早急に一定

じダイヤの運行サービスはバス輸送によっても

の方向を取りまとめる必要があるとした60）。

おおむね可能である。②運行経費は現在の鉄道

2004 年２月 11 日，第５回関係者協議会が開

の約６億円に対し，バス輸送では３億 4,000 万

催された。沿線１市６町は，赤字解消策として，

円以下となる。③運行系統等によっては国庫補

運賃値上げ等の増収策と，沿線１市６町と北海

助，北海道補助の対象になりうる。これに対し，

道による赤字補填（沿線１市６町 25％，北海

沿線１市６町は，鉄道存続の場合に，北海道が

道 75％）を提案した。その上で，バス転換に

負担可能な補助金の額を示すよう求めた。しか

ついても並行して議論を進めることを容認した。

し，北海道は「補助金を出すことは難しい」と

ただし，その前提条件として，高速道路建設促

の見解を繰り返した58）。

進，地域振興策の実施，バス安全運行対策等を

10 月６日，沿線１市６町の首長が，存続を

要請した。これに対し，北海道は，億単位の新

求める沿線住民約３万 3,000 人分の署名を高橋

たな財政負担は難しいが，バス転換に伴う地域

はるみ北海道知事に提出し，財政支援等を要請

振興策等を早急に検討する意向を示した61）。

した。しかし，高橋はるみ北海道知事は「道財

６月６日，第６回関係者協議会が開催され，

政も厳しく，ない袖は振れない。存続ありきで

以下の３点について合意がなされた。①ふるさ

はなく，住民の足をどう確保するかの観点で議
論してもらいたい」とした59）。

57）熊谷（2005），p.32，『北海道新聞』（2003 年６月
22 日）
，および北海道資料。すでに，この時点で，
鉄道存続に向けた新たな赤字補填の財政支出を
めぐり，沿線１市６町の足並みの乱れが明確に
なったといえよう。
58）熊谷（2005），p.32，『北海道新聞』（2003 年９月
５日），および北海道資料。
59）熊谷（2005），p.32。この署名は，2003 年７月か
ら振興会議，商工会，町内会等が署名活動を行
い，集めたものである（熊谷（2005）
，p.36）
。し
かし，この署名活動も，沿線１市６町全体が足
並みをそろえたものではなかった（『北海道新聞』
（2003 年８月５日）
）とされる。

60）熊谷（2005），pp.32-33，『北海道新聞』（2003 年
11 月 24 日），および北海道資料。
61）熊谷（2005），p.33，『北海道新聞』（2004 年２月
12 日），および北海道資料。沿線１市６町が，バ
ス転換論議に応じる姿勢を初めて表明したこと
から，ふるさと銀河線の存廃論議は廃止・バス
転換に向けて大きく動き出した（『北海道新聞』
（2004 年２月 12 日）
）とされる。後日，北海道は，
第５回関係者協議会で沿線１市６町が提案した
赤字解消策を「受け入れ困難」とした（『北海道
新聞』（2004 年２月 26 日）
）。その後，北海道は，
沿線１市６町とのこう着状態を打開するため，
2005 年度初めのバス転換を目指すとしていた方
針を一時凍結し，少なくとも１年間は鉄道存続
を容認する方針に転換した（
『北海道新聞』
（2004
年４月 24 日））とされる。
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と銀河線の運行は 2005 年度中まで継続するも

た65）。2005 年１月 30 日，第 10 回関係者協議会

のとし，赤字補填についてはその間に限り第１

が開催された。北海道はバス転換した場合の収

基金をこれに充てる方向で検討する。②北海道，

支見通しを示した。収支見通しは，10 年間の

沿線１市６町，ちほく高原鉄道は，存続に向け

平均値で試算され，年間１億 1,800 万円〜1 億

て最大限の努力をする（北海道は，外部専門家

9,400 万円の赤字であった。しかし，特別交付

による経営分析の結果を 10 月までにまとめ，

税措置により，沿線１市６町の負担を年間 640

存続の可能性について検討する。沿線１市６町

万円〜2,600 万円程度と見込んだ。これに対し，

およびちほく高原鉄道は増収策に取り組む）。

複数の自治体が十分な議論を強く求め，存廃の

③最大限の努力をしてもふるさと銀河線の存続

議論の１年先送りを主張する声も出る等，協議

に向けて展望が開けない場合にはバス転換とす

は難航した66）。

る（期限は 2005 年３月末までに結論を出す）62）。

２月 26 日，第 11 回関係者協議会が開催され

７月 25 日，第７回関係者協議会が開催され，

た。金沢陸別町長が，企業再生を手掛ける東京

沿線１市６町の住民代表がふるさと銀河線の存
63）

のコンサルタント会社社長が作成した「銀河線

続に向けた熱い思いや提言を発表した 。11 月

経営計画案」を提案した。内容の柱は，民間運

７日，第８回関係者協議会が開催され，住民代

営によるコスト削減と，銀河物産公社（仮称）

表からの意見に対する検討結果（運賃改定以外

を設立して鉄道以外の収入の比率を高めること

はおおむね困難との回答）と，北海道が外部専

の２点であった67）。３月 21 日，第 12 回関係者

門家に委託していた経営分析の最終結果（いず

協議会が開催され，「銀河線経営計画案」につ

れも「存続は困難」との指摘）について報告が

いての質疑応答がなされた。この案に対し，鉄

なされた64）。

路存続を求める一部の自治体から十分検討する

12 月 25 日，第９回関係者協議会が開催され

よう強く求める意見が出されたため，検討する

た。北海道は「住民の足を安定的に守ることが
行政課題で，道としては財政負担の低い方を選
ぶ」とバス転換を主張した。一方，沿線１市６
町の首長間では，廃止容認と存続要望が交錯し
意見がかみ合わず，結論を次回以降に持ち越し

62）熊谷（2005），p.33，『北海道新聞』（2004 年６月
７日），および北海道資料。ちほく高原鉄道の経
営が好転する可能性は低いとみられることから，
この合意によって，2006 年４月のバス転換がほ
ぼ確実になった（『北海道新聞』（2004 年６月７
日））とされる。
63）熊谷（2005），pp.33-34，『北海道新聞』（2004 年
７月 26 日），および北海道資料。この場で出さ
れた意見（特急列車の導入，DMV の導入，列
車ダイヤの改正，民間の経営ノウハウの導入，
増収策等）については，ちほく高原鉄道および
沿線１市６町で検討することになった。
64）熊谷 （2005）， p.34，『北海道新聞』（2004 年 11
月８日），および北海道資料。この日の経営分析
の最終報告は，「沿線１市６町関係者に『最終通
告』を突き付けた」（『北海道新聞』（2004 年 11
月８日））とされる。

65）熊谷 （2005）， p.35，『北海道新聞』（2004 年 12
月 26 日），および北海道資料。第９回関係者協
議会では，神田孝次北見市長が「重大な決断を
すべき時を迎えている」と発言，公式の場で初
めて鉄路廃止・バス転換の受け入れ方針を示し
た。また，深見訓子府町長も「赤字から脱出で
きないのなら，バス転換もやむを得ない」と語っ
た。一方，内陸部の首長たちは，「鉄道はかけが
えのない文化遺産。採算面だけで簡単に整理し
ていいのか」等と発言した（『北海道新聞』
（2004
年 12 月 26 日）
）とされる。
66）熊谷（2005），p.35，『北海道新聞』（2005 年１月
30 日，2005 年１月 31 日），および北海道資料。
金沢陸別町長は「もっと精査し，十分に時間を
かけて論議すべきだ」，阿久津足寄町長は「結論
をもう１年先に延ばし，その間，総力を挙げて
経営改善に努力すべきだ」と述べた。一方，神
田孝次北見市長は「昨年６月の協議会で確認し
た通り，結論を先送りすべきではない」とした
（『北海道新聞』2005 年１月 31 日）
）とされる。
67）熊谷（2005），p.35，『北海道新聞』（2005 年２月
27 日），および北海道資料。北海道は，次回の関
係者協議会（３月 21 日）で，存廃の最終結論を
出す考えを示した（『北海道新聞』（2005 年２月
27 日）
）。
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こととし，次回の関係者協議会で結論を出すこ
とになった68）。

59−3

（４）NPO
関係者協議会の開催が契機となり，ふるさと

３月 27 日，第 13 回関係者協議会が開催され

銀河線の廃止・バス転換論議が加速していく中，

た。「銀河線経営計画案」に対し，沿線１市６

ふるさと銀河線存続運動を展開する組織（以下，

町からは「実行性に乏しい」，「運営会社が経営

存続運動展開組織）によって，存続に向けた取

責任を果たせるのか」という意見と，「限られ

り組みが，活発化していった。

た時間内での提案に一定の理解を示す」，「検証

2003 年９月，道内外の有志が 「ふるさと銀

に時間をかけるべき」という意見が出された。

河線応援団」を結成した。10 月，「ふるさと銀

北海道は「実現性の乏しさという点で一致した」
，

河線応援団」は，バス転換ありきではなく，関

「専門家による分析でも再建は難しい」と結論

係地域への様々な影響を勘案した幅広く，長期

は先送りできないと表明した。結局，沿線１市

的な視点から議論するよう求めた北海道知事あ

６町間の意見は最後まで一致しないまま，関係

ての決意文を提出した72）。11 月 18 日，足寄町

者協議会は終了した。引き続き，ちほく高原鉄

で，「ふるさと銀河線の存続を願う町民の会」

道の取締役会が開催され，採決でふるさと銀河

（以下，願う町民の会）が主催し，「ふるさと銀

線の廃止が決定した69）。４月 17 日，株主総会

河線の存続を求める町民大会」が開催され，町

が開催され，ふるさと銀河線の廃止が賛成多数

民約 200 人がつめかけた73）。12 月４日，置戸町

で了承された70）。６月 10 日，北海道運輸局，

商工会で地域通貨の勉強会が開催された。ここ

北海道，沿線１市 6 町等により「ふるさと銀河

では，全国から預託金を募って減価型の地域通

線代替交通確保調整協議会」が開催され，以後，

貨を発行し，税収でふるさと銀河線の赤字を補

ふるさと銀河線の廃止・バス転換に向けた手続

填しようという提案がなされた74）。12 月 19 日，

71）

きが進められた 。2006 年４月 20 日をもって，

置戸町で，「ふるさと銀河線の歴史と未来につ

ふるさと銀河線はその幕を下ろした。

いて考えるフォーラム」が開催された75）。2004
年１月 18 日，陸別町で「残そう！ふるさと銀
河線沿線住民総決起集会」が開催された76）。

68）熊谷（2005），pp.35-36，『北海道新聞』（2005 年
３月 22 日）
，および北海道資料。
69）熊谷（2005），p.36，『北海道新聞』（2005 年３月
28 日），および北海道資料。３月 22 日の北海道
議会で， 高橋はるみ北海道知事は 「銀河線は
2006 年度以降の鉄道運行に必要な資金の手当て
がついていない。継続は厳しい状況だ」と述べ
た（『北海道新聞』
（2005 年３月 23 日）
）
。
３月 27 日朝，高橋はるみ北海道知事は，関係者
協議会に出席する山本副知事に「廃止以外にな
い」と指示した。また，北海道の幹部の頭の中
には「協議会で結論が出なくても，取締役会の
多数決で廃止を決める」というシナリオが出来
上がっていた。一方，関係者協議会では，陸別，
足寄，本別の３町長が存続を主張したが，ちほ
く高原鉄道の取締役会でふるさと銀河線廃止の
議案に反対したのは陸別町長だけだった（以上，
『北海道新聞』
（2005 年３月 28 日）
）とされる。
70）『北海道新聞』
（2005 年４月 18 日）
。
71）『北海道新聞』（2005 年６月 10 日，2005 年６月
11 日）
。

2004 年３月６日， ふるさと銀河線の存続運
動を展開していた，願う町民の会，「ふるさと
銀河線に特急を走らせる会」，「北見歩こう会」
等の団体・個人によって，「ふるさと銀河線存

72）
『北海道新聞』（2003 年９月７日，2003 年 10 月
６日）
。
73）熊谷（2005）
，p.36，および『北海道新聞』（2003
年 11 月 19 日）。この大会は，2004 年３月 27 日
にも開催された（『北海道新聞』（2004 年３月 29
日））。また，足寄町の振興会議は，願う町民の
会等と連携して，存続運動に取り組むことになっ
た（
『北海道新聞』
（2004 年６月１日））
。
74）熊谷（2005），pp.36-37，および『北海道新聞』
（2003 年 12 月 10 日）。
75）
『北海道新聞』（2003 年 12 月 10 日， 2003 年 12
月 20 日）。
76）熊谷（2005）
，p.37，および『北海道新聞』（2004
年１月 19 日）。
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続運動連絡会議」（以下，連絡会議）が設立さ

北見集会 2005」が開催され，沿線住民ら約 200

れた。活動方針として，以下の３点が承認され

人が参加した82）。しかし，ふるさと銀河線の廃

た。①年度内廃線決定の阻止。②鉄道遊休地の

止・バス転換が決定したことから，2005 年４

活用や運賃引き上げ等で赤字幅の圧縮。③沿線

月，連絡会議や願う町民の会は解散した83）。

住民への乗車呼びかけ77）。
一方，北見市在住の連絡会議会員を中心に，

Ⅳ 分析

「鉄路を考える会」が結成された。2004 年６月
16 日，「鉄路を考える会」は「ふるさと銀河線
存続について」の請願を北見市議会に提出した。

１．参加者と協働の場
本事例の協働アクティビストは，横路孝弘，

12 月，「鉄路を考える会」は「おにぎり１個分

三塚博，久島正，高橋はるみ，神田孝次の５人

で銀河線を残す」という経営シミュレーション

である。このうち，横路孝弘は，第１期から第

を発表した78）。

２期にわたって，久島正は第２期から第３期に

2005 年２月 20 日，陸別町で「ふるさと銀河

わたって，それぞれ活動している。三塚博は第

線の存続大集会」が開催された。沿線住民や各

２期に活動し，高橋はるみと神田孝次は第４期

地から約 1,400 人が集まり，存続に向けた方策

に活動している。

79）

等を話し合った 。３月 18 日，「鉄路を考える

参加者は，運輸省，国鉄，北海道，沿線１市

会」の代表３人が北見市役所を訪れ，存続を求

６町（政府），JR 北海道，ちほく高原鉄道（企

める要望書を提出した80）。３月 20 日，札幌で

業），池北線存続運動組織，支援組織，存続運

「ふるさと銀河線の存続を目指すシンポジウム」

動展開組織（NPO）等である。このうち，北

が開催され，沿線住民も含め約 300 人が参加し

海道と沿線１市６町は，第１期以降継続して協

た81）。３月 26 日，北見市で「ふるさと銀河線

働プロジェクトに参加してきた。また，沿線住
民も，上記のように組織の形態は様々であるが，
第１期以降継続して協働プロジェクトに参加し

77）熊谷（2005），p.37，および『北海道新聞』（2004
年２月 24 日，2004 年３月 7 日）。連絡会議の活
動として，以下の５点があげられる。①北見市
長 および 北海道 知事あ ての公 開質問状 の提出
（2004 年３月，４月）。②募金活動（2004 年３月
〜６月）とその活用事業の実施（旅のプランを
公募し 20 組に乗車券を贈る，保育所の子供たち
と家族を「銀河線まつり」に招待）。③ふるさと
銀河線による観光と経済の活性化を目的とした
地域再生構想の提出（2004 年６月）。④ふるさと
銀河線を利用したツアーの企画・主催（2004 年
11 月）。⑤「DMV・ゼロ金利債特区構想」の発
表（2004 年 12 月）（以上，熊谷（2005），p.37，
および『北海道新聞』（2004 年３月 20 日，2004
年３月 29 日，2004 年４月８日，2004 年６月４
日，2004 年７月１日，2004 年 11 月 22 日，2004
年 12 月４日）
）。
78）熊谷（2005），p.37，および『北海道新聞』（2004
年 12 月４日）
。
79）熊谷（2005），p.38，および『北海道新聞』（2005
年２月 21 日）
。
80）熊谷（2005），p.38，および『北海道新聞』（2005
年３月 19 日）
。

てきた。一方，運輸省や国鉄は第１期から第２
期にかけて協働プロジェクトに参加し，ちほく
高原鉄道は第３期から参加してきた。
ふるさと銀河線の運行の継続は，北海道およ
び沿線１市６町による財政的支援，ちほく高原
鉄道による相応の企業努力，支援組織等による
ふるさと銀河線の積極的な活用によって可能に
なった。つまり，第３期には，参加者間に協働
資源の相互補完性が存在していた。
主要な協働の場は，対策会議，池北線存続運
動組織での会合等，長大４線市町村長会議等，

81）熊谷（2005）
，p.38，および『北海道新聞』（2005
年３月 21 日）。
82）熊谷（2005）
，p.38，および『北海道新聞』（2005
年３月 27 日）。
83）
『北海道新聞』（2005 年４月 11 日，2005 年４月
16 日）
。
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た。
協働アクティビストの横路孝弘は，これら問

での会合等，関係者協議会，存続運動展開組織

題（1）〜（2）の重要性（政治決着でしか解決でき

での会合等である。協働アクティビストの久島

ないということ）を沿線１市６町に認識させた。

正は，池北線の存続に向けて，対策会議や協議

また，北海道は，問題（8）を認識・定義し，関

会会議等を積極的に活用した。

係者協議会の主導的役割を担う85）ことで，問題
（3）〜（8）の重要性（結果として，ふるさと銀河

２．問題の流れ
第１期に，問題の窓（1）「池北線の２次線選
定」が開いたことを契機に，問題（1）「池北線

線の廃止・バス転換も視野に入れなければなら
ないということ）を沿線１市６町に認識させた。
これらにより，協働が促進された。

の存続」が認識・定義され，開いている問題の
窓（1）を通って，活動の流れの中に入り浮遊し
た。第２期に，問題の窓（2）「国鉄民営化」が

３．解決策の流れ
第２期に，解決策の窓（1）「三塚博による政

開いたことを契機に，問題（2）「第３セクター

治収拾案（＝三塚案）の提示」が開いたことを

化による存続」が認識・定義され，開いている

契機に，解決策（1）「三塚案の内容にそった北

問題の窓（2）を通って，活動の流れの中に入り

海道案の提示」が生成・特定化され，開いてい

浮遊した。第３期に，まず，問題の窓（3）「多

る解決策の窓（1）を通って，活動の流れに入り

額の赤字計上」が開いたことを契機に，問題（3）

浮遊した。第３期に，解決策の窓（2）「赤字抑

「予定を下回る運用益」および問題（4）「輸送人

制に向けた取り組みの必要性」が開いたことを

員の減少」が認識・定義され，開いている問題

契機に，解決策（2）「輸送人員の増加策による

の窓（3）を通って，活動の流れの中に入り浮遊

収入増」
，解決策
（3）
「効率化によるコスト削減」
，

した。第４期に，問題の窓（4）「経営改善計画

解決策（4）「第２基金の取り崩しによる赤字補

の提示」が開いたことを契機に，問題（5）「厳

填」が生成・特定化され，開いている解決策の

しい運営状況という将来の見通し」，問題（6）

窓（2）を通って，活動の流れに入り浮遊した。

「第２基金の枯渇の見通し」，問題（7）「沿線１

第４期に，解決策の窓（3）「ちほく高原鉄道取

市６町間の温度差の表面化」，問題（8）「沿線住

締役会での議決」が開いたことを契機に，解決

民の交通手段の確保」が認識・定義され，開い

策（5）「ふるさと銀河線の廃止・バス転換の決

ている問題の窓（4）を通って，活動の流れの中

定」が生成・特定化され，開いている解決策の

に入り浮遊した。

窓（3）を通って，活動の流れに入り浮遊した。

以上の問題のうち，問題
（1）
および問題
（2）
は，

以上の解決策のうち，解決策（1）は協働アク

国鉄改革，国鉄分割・民営化等の政治環境の変

ティビストである三塚博や横路孝弘の信念・思

化の影響を受けている。また，問題（3）および

いから，明示的な言葉で表現された解決策であ

問題
（4）
は，沿線１市６町におけるモータリゼー

る。また，解決策（1）は，JR 北海道の協力が得

ションの進展，少子化・過疎化の進行等の経済・

られ，北海道および沿線１市６町が負担可能で

社会環境の変化84）の影響を受けている。

あり，鉄路存続を要望する沿線住民の声に応え

また，問題（1）に加え，問題（2）が認識・定義
されたことにより，問題のリストであるアジェ
ンダは進化した。これにより，協働が促進され
84）詳しくは，竹倉（2004），pp.65-66。

85）
『北海道新聞』（2003 年３月２日）。なお，北海道
は，ふるさと銀河線の廃止・バス転換を「その
経済性・効率性から判断しようとした」という
指摘がある（魚住（2007），p.８）。
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たものである。つまり，解決策（1）は，①技術
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４．組織のやる気の流れ

的実行可能性が高く，②コストが許容範囲内に

第２期に，組織のやる気の窓（1）「北海道と

収まり，③一般市民の理解が得られるものであっ

運輸省等との交渉」が開いたことを契機に，組

た。このような解決策が生成・特定化されたこ

織のやる気（1）「北海道の（存続に向けた）や

とから，協働が促進された。

る気」が生成し，開いている組織のやる気の窓

北海道は，長大４線の沿線市町村から存続の

（1）を通って，活動の流れに入り浮遊した。同

具体案の策定を求められていたにもかかわらず，

じく第２期に，組織のやる気の窓（2）「沿線１

１年以上にわたって具体案の提示を延期し続け

市６町による応分の負担の意思表示」が開いた

た。第３セクター化の経費を北海道と沿線市町

ことを契機に，組織のやる気（2）「沿線１市６

村だけで負担していくのは不可能であったため，

町のやる気」が生成し，開いている組織のやる

北海道案に実行性を持たせるには，政治レベル

気の窓（2）を通って，活動の流れに入り浮遊し

での特別措置が必要だったからである86）。そこ

た。 第３期に， まず， 組織のやる気の窓（3）

で，三塚博による政治収拾案が提示された後に，

「沿線１市６町の取り組み」（駅周辺整備事業の

ようやく北海道案を提示した。北海道案が提示

実施，利用促進）が開いたことを契機に，組織

されたのは，あと半年余りで最終結論を出さな

のやる気（3）「沿線１市６町の一層のやる気」

ければならないという非常に切迫した時期であっ

が生成し，開いている組織のやる気の窓（3）を

たことから，北海道案に対する政治的な動きを

通って，活動の流れに入り浮遊した。次に，組

抑え込むことができた。これは，北海道が解決

織のやる気の窓（4）「ちほく高原鉄道の取り組

策（1）の融和を図ったものであり，その結果，

み」（利便性向上，利用拡大，効率化）が開い

解決策（1）は第２期に正式に決定・正当化され，

たことを契機に，組織のやる気（4）「ちほく高

第３期において協働が促進された。

原鉄道のやる気」が生成し，開いている組織の

また，北海道は，第２回関係者協議会以降，

やる気の窓（4）を通って，活動の流れに入り浮

一貫して「財政的支援の否定」，「廃止・バス転

遊した。さらに，組織のやる気の窓（5）「支援

換」を主張し続けてきた。これに対し，沿線１

組織の取り組み」（鉄道を活用した諸活動）が

市６町は，当初ふるさと銀河線の存続を主張し

開いたことを契機に，組織のやる気（5）「支援

ていた。しかし，北海道は，外部専門家による

組織のやる気」が生成し，開いている組織のや

経営分析，鉄道とバスの収支見通しの試算，バ

る気の窓（5）を通って，活動の流れに入り浮遊

ス転換のメリット（補助金による沿線１市６町

した。第４期に，組織のやる気の窓（6）「北海

の負担軽減，地域振興策の検討等）の提示を行っ

道による財政的支援の否定」が開いたことを契

た。これは，北海道が解決策（5）の融和を図っ

機に，組織のやる気（6）「北海道の（廃止に向

たものであり，その結果，解決策（5）を含む諸

けた）やる気」が生成し，開いている組織のや

解決策は第４期に正式に決定・正当化され，協

る気の窓（6）を通って，活動の流れに入り浮遊

働が促進された。

した。その結果，組織のやる気（1）は消失した。
本事例の場合，以上のように，やる気が最も
高い参加者は，北海道・沿線１市６町（第２期）

86）この他，それまで北海道内の特定地方交通線を
すべてバス転換してきた北海道においては，公
平性の観点から，第３セクターで存続させる線
区を示すという案を提示することは，政治決着
なしには困難であったことがあげられる（魚住
（1994）
，p.93）
。

→沿線１市６町・ちほく高原鉄道・支援組織
（第３期）→北海道（第４期）と，時間の経過
とともに交替していった。
第２期において，組織のやる気の窓（2）が開
いたことを契機に，組織のやる気（2）が生成さ
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れた。また，第３期において，組織のやる気の

ほぼ同時に連鎖的に開いた。まず，第２期にお

窓（4）が開いたことを契機に，組織のやる気（4）

いて，問題の窓（2）「国鉄民営化」（1987 年４

が生成された。これは，新規の参加者である久

月）→組織のやる気の窓（2）「沿線１市６町に

島正およびちほく高原鉄道が協働システムに参

よる応分の負担の意思表示」（1988 年２月）→

入したことによるものである。

解決策の窓（1）「三塚による政治収拾案（＝三

第３期において，組織のやる気の窓（3）およ

塚案）の提示」（1988 年９月）のように協働の

び（5）が開いたことを契機に，組織のやる気（3）

窓が開いた結果，第３期に新たな協働である活

および（5）が生成された。これは，既存の参加

動（10）「ふるさと銀河線として運行を継続」

者である沿線１市６町および沿線住民が，第３

（1989 年６月）が実現した。さらに，第４期に

セクター鉄道の運営という新たな活動プログラ

おいて，問題の窓（4）「経営改善計画の提示」

ムを開始したことによるものである。

（2000 年２月） →組織のやる気の窓（6）「北海
道による財政的支援の否定」（2003 年６月）→

５．活動の流れ

解決策の窓（3）「ちほく高原鉄道取締役会での

本事例の場合，協働を必ずしも意図しない活

議決」（2005 年３月）のように協働の窓が開い

動としては，横路孝弘による知事意見書提出，

た結果，新たな協働である活動（20）「ふるさと

池北線の２次線選定承認留保とその解除（第１

銀河線の廃止・バス転換」（2006 年４月）が実

期），長大４線の共同歩調（第２期）があげら

現した。このうち，問題の窓（2）は偶然開いた

れる。これらは，国鉄による池北線の存続（第

窓であるが，その他の窓は参加者によって能動

１期），長大４線全線の存続（第２期）を意図

的に開かれた窓である。

したものであり，ふるさと銀河線としての運行

また，本事例の場合，第１期と第２期におい

の継続を必ずしも意図したものではない。しか

ては，アジェンダ，諸解決策，組織のやる気状

し，協働アクティビストである横路孝弘が，こ

況，活動状況の４つは，相互に結びついていな

れらの活動と，協働を意図した活動をうまく結

かった。一方，第３期と第４期においては，協

びつけ，活用したことにより，協働が促進され

働アクティビストである久島正らが，アジェン

た。

ダ，諸解決策，組織のやる気状況，活動状況の

主要な参加者は，協働プロジェクトをそれぞ

４つを相互に結びつけ，１つのパッケージを構

れ以下のように異なるものとしてとらえていた。

成した。その結果，第３期と第４期においては，

沿線１市６町は沿線住民の交通手段を確保する

それぞれの諸解決策（解決策（1）〜（4），解決策

ための方策としてとらえていた。ちほく高原鉄

（1）〜（5））が正式に正当化され，新たな協働が

道は自社の存続に直結するものとしてとらえて
いた。支援組織は自らの交通手段としてだけで

実現した。
さらに，池北線の第３セクター化に際しては，

なく，地域間交流を促進するための手段として

北海道と沿線１市６町が計 56 億 5,000 万円を

もとらえていた。協働アクティビストである久

負担し，経営安定基金を設置することとなって

島正らが，これら主要な参加者間で異なる支配

いた。加えて，特定地方交通線が廃止・転換さ

的論理をすり合わせ，統合させることにより，

れる場合，営業キロ１km あたり 3,000 万円の

協働が促進された。

転換交付金が国から交付されることになってい
た。 池北線は，営業キロが 140.0km であるの

６．４つのパッケージ

で，交付される転換交付金は 42 億円であった。

本事例の場合，以下のように，３種類の協働

このように，参加者によって当初に利用可能な

の窓が，２回にわたって（①第２期，②第４期）
，

資金量は大きく，協働が実現するまでの時間は
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短かった。
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Ⅴ 考察

ちほく高原鉄道の社長は北見市長であり，他
の６町長もすべて役員に就任していた。北海道

以上の分析により，ふるさと銀河線の運行と

からも，網走支庁長が取締役に，交通企画室長

いう協働プロジェクトの各期における参加者の

が監査役に就任していた。また，関係者協議会

行動とその相互関係が明らかになった。そこで，

は，北海道，沿線１市６町，ちほく高原鉄道で

ふるさと銀河線における戦略的協働の全４期間

構成されていた。したがって，ふるさと銀河線

における参加者の行動とその相互関係がいかに

の運行をめぐる統治構造は，ほぼ共通していた。

変化したかを解明する。すなわち，参加者の行

しかし，この他の公式の統治構造として振興会

動とその相互関係のパターンを年代記分析に基

議があげられる。振興会議は，沿線１市６町の

づき析出する。

首長および議会議長等で構成され，「友の会」

年代記分析は，以下の３つの手続きにより実

の発足，利用客の安定確保を図るためのイベン

施された。①各期の分析結果をもとに表１を作

トの実施，利用促進キャンペーン等の PR 活動

成した。②表１の各行と全行の観察に基づき，

の実施，運賃助成等の様々な活動を展開し，ふ

ふるさと銀河線における戦略的協働の特徴を明

るさと銀河線の運行を支えた組織であった。

らかにした。③小島・平本他（2008）で析出さ

こうしたふるさと銀河線の運行における
NPO・政府・企業間の戦略的協働は，他の第

れた 20 の命題の妥当性を検討した。その結果
は表２の通りである。

３セクター鉄道等にも波及している。例えば，
樽見鉄道の運行においては，NPO 法人樽見鉄

Ⅵ おわりに

道を守る会（NPO（2003 年設立）），岐阜県・
沿線市町（政府），樽見鉄道㈱（企業）間の戦

本稿では，協働の窓モデルに基づき，ふるさ

略的協働が実現されつつある。 また， リニモ

と銀河線における戦略的協働の事例を詳細に分

（愛知高速交通東部丘陵線）の運行においては，

析し，戦略的協働が「なぜ」，「どのように」実

リニ モね っと ・NPO 法人 リニ モク リ エイ ト

現されているのかについて解明を試みた。年代

（NPO（2006 年設立）），愛知県・沿線市町（政

記分析の結果に基づき，既出の命題の妥当性を

府），愛知高速交通㈱（企業）間の戦略的協働

検討した。その結果，すべての命題がおおむね

が実現されつつある。

支持された。

なお，本事例における戦略的協働は，①セク

今後， 地方交通の維持を図っていくための

ターを異にする３つの参加者が同時に結びつい

NPO・政府・企業間の戦略的協働について分

た協働（支援組織（NPO），北海道・沿線１市

析を深めていくには，他の事例との比較分析を

６町（政府）， ちほく高原鉄道 （企業））と，

通して，分析結果の妥当性を高めていく必要が

②北海道・沿線１市６町（政府）とちほく高原

ある。

鉄道（企業）が部分的に結びついた協働の２つ
に大別される。①の協働は，池北線の第３セク
ターとしての存続，すなわちふるさと銀河線と
しての運行継続につながった。一方，②の協働
は，ふるさと銀河線の廃止・バス転換につながっ
た。つまり，②の協働の実現によって，既存の
協働プロジェクト（ふるさと銀河線の運行）の
解消がもたらされた。

第２期（1985 年８月〜1988 年 11 月）

第 3 期（1988 年 11 月〜2000 年２月）

第 4 期（2000 年２月〜2006 年４月）

諸解決策（解決策
（1）
）
諸解決策（解決策（1）
〜（4））
（2）
輸送人員の増加策による収入増，（3）効
（5）ふるさと銀河線の廃止・バス転換の決
（1）三塚案の内容にそった北海道案の提示 率化によるコスト削減，（4）第２基金の取
定
り崩しによる赤字補填
（1）三塚博による政治収拾案（＝三塚案）
（2）
赤字抑制に向けた取り組みの必要性
（3）ちほく高原鉄道取締役会での議決
の提示

（2）国鉄民営化

（2）第３セクター化による存続

４つは相互に完全に結びつき，１つのパッ
ケージを構成している【アジェンダ（問題
（1）
〜（2）
），諸解決策（解決策（1）
），活動
状況（活動（8）
〜（9）
），組織のやる気状況
（組織のやる気
（1）〜
（2））】。

４つは相互に完全に結びつき，１つのパッ
ケージを構成している【アジェンダ（問題
（1）〜（8））
，諸解決策（解決策（1）〜（5））
，
活動状況（活動（8）
〜（19））
，組織のやる気
状況（組織のやる気（2）
〜（6）
）】。

組織のやる気状況（組織のやる気
（1）〜
（2）
） 組織のやる気状況（組織のやる気
（2）
〜（5）
）

活動状況（活動
（1）〜
（5））
活動状況（活動（8）
）
活動状況（活動（8）〜（17）
）
（1）北海道と運輸省等との交渉，
（2）沿線１ （3）
沿線１市６町の取り組み，（4）
ちほく高
（6）北海道による財政的支援の否定
市６町による応分の負担の意思表示
原鉄道の取り組み，
（5）支援組織の取り組み
（1）北海道の（存続に向けた）やる気，（2）（3）
沿線１市６町の一層のやる気，
（4）ちほ
（6）北海道の（廃止に向けた）やる気
沿線１市６町のやる気
く高原鉄道のやる気，
（5）
支援組織のやる気

（9）ちほく高原鉄道の設立，（10）ふるさと
銀河線として運行を継続，
（11）駅周辺整備
（1）国鉄再建法成立，（2）
横路孝弘による知
（6）国鉄改革関連８法案等の成立，（7）長大 事業の実施，
（12）
利用促進・拡大策の実施，（18）関係者協議会の設立とそこでの議論，
事意見書提出，（3）池北線の２次線選定承
４線の共同歩調とその崩壊，（8）池北線の （13）利便性向上策の実施，
（14）効率化の実 （19）
存続運動展開組織による諸活動の実施，
認の留保，（4）運輸省による冬期調査，
第３セクターによる存続の決定
施，（15）鉄道を活用した諸活動の実施， （20）ふるさと銀河線の廃止・バス転換
（5）池北線の選定承認留保解除
（16）
ふるさと銀河線活性化推進調査の実施，
（17）経営改善計画の策定

（1）池北線の２次線選定

（1）池北線の存続
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活動の流れの中での
４つは相互に完全には結びつかず，１つの
ア ジ ェ ン ダ ・ 諸 解 決 ４つは相互にまったく結びついていない パッケージを構成していない【アジェンダ
策 ・ 組 織 の や る 気 状 【アジェンダ（問題
（1））
，活動状況（活動 （問題
（1）〜
（2）
），諸解決策（解決策
（1））
，
況 ・ 活 動 状 況 の ４ つ （1）〜
（5））】。
活動状況（活動（1）〜
（8），組織のやる気状
の結びつき
況（組織のやる気
（1）〜
（2））】。

組織の
やる気 組織のやる気
の流れ
組織のやる気
状況

活動状況
組織のやる気
の窓

活動の 活動
流れ

解決策の窓

解決策 解決策
の流れ

諸解決策

問題の窓

問題の
問題
流れ

アジェンダ（問題（1）
〜（4））
（5）厳しい運営状況という将来の見通し，
（3）
予定を下回る運用益，（4）輸送人員の減 （6）第２基金枯渇の見通し，
（7）沿線１市６
少
町間の温度差の表面化，（8）沿線住民の交
通手段の確保
（3）
多額の赤字計上
（4）経営改善計画の提示

アジェンダ（問題
（1）
〜（2）
）

（1）対策会議，（2）
池北線存続運動組織での
（6）
振興会議，
（7）
ちほく高原鉄道取締役会，
（1）
国鉄池北線存続対策会議（→対策会議）
， 会合等，（3）
長大４線市町村長会議等，（4）（6）
振興会議，
（7）
ちほく高原鉄道取締役会，
（8）
支援組織での会合等，
（9）
関係者協議会，
（2）池北線存続運動組織での会合等
協議会会議，（5）北海道と運輸省等との交 （8）
支援組織での会合等
（10）存続運動展開組織での会合等
渉の場

協働の場

アジェンダ（問題
（1））

（1）運 輸 省 ，（2）国 鉄 （ → JR 北 海 道 ），
（3）北海道，（4）沿線１市６町，（6）支援組
（1）運輸省，（2）
国鉄，
（3）北海道，（4）
沿線
（2）
JR 北海道，（3）北海道，（4）沿線１市６
（3）北海道，（4）沿線１市６町，（5）池北線
織，（7）
ちほく高原鉄道，
（8）存続運動展開
１市６町，
（5）池北線存続運動組織
町，
（6）支援組織，（7）ちほく高原鉄道
存続運動会議
組織

参加者

アジェンダ

（1）横路孝弘（北海道知事）

（1）横路孝弘，（2）三塚博（元運輸大臣）， （3）久島武（ちほく高原鉄道社長・北見市 （4）高橋はるみ（北海道知事），（5）神田孝
（3）久島武（北見市長）
長）
次（北見市長・ちほく高原鉄道社長）

協働アクティビスト

第１期（〜1985 年８月）

表１ ふるさと銀河線における戦略的協働の年代記分析の結果
68（388 ）

59−3

アジェンダの進化によって，協働が促進される

協働アクティビストが，アジェンダの重要性を参加者に認識させる 横路孝弘は「池北線の２次線選定」および「第３セクター化による存続」というアジェンダの重要性（これらは政
場合，協働が促進される
治決着でしか解決できない問題であるということ）を沿線１市６町に認識させた。

6

7

19

8

公式および非公式の統治構造は，協働の実現および展開に影響を及 沿線１市６町の首長および議会議長等で構成される振興会議は，様々な活動を展開し，ふるさと銀河線の運行を支
ぼす
えた。

参加者の信念・思いから，明示的な言葉で表現された解決策が生成・
「三塚案の内容にそった北海道案」は，三塚博や横路孝弘の信念・思いから，明示的な言葉で表現された解決策。
特定化される場合，協働が促進される
（1）技術的実行可能性が高く，（2）コストが許容範囲内に収まり，
「三塚案の内容にそった北海道案」は，JR 北海道の協力が得られ，北海道および沿線１市６町が負担可能であり，
9 （3）一般市民の黙認が得られる解決策が生成・特定化される場合，
鉄路存続を要望する沿線住民の声に応えたもの。
協働が促進される
北海道は，長大４線の存続の具体策の提示を１年以上延期し続け，三塚案が提示された後に，ようやく北海道案を
協働アクティビストが，一定の期間にわたって解決策の融和を図る
10
提示した。北海道案が提示されたのが非常に切迫した時期であったことから，北海道案に対する政治的な動きを抑
場合，協働が促進される
え込むことができた。これは解決策の融和にあたる。
11 やる気が最も高い参加者は，時間の経過とともに交替する
北海道・沿線１市６町（第２期）→沿線１市６町・ちほく高原鉄道・支援組織（第３期）→北海道（第４期）
「沿線１市６町による応分の負担の意思表示」および「ちほく高原鉄道の取り組み」が開き，「沿線１市６町のやる
新規の参加者が協働システムに参入した場合，組織のやる気の窓が
12
気」および「ちほく高原鉄道のやる気」が生成されたのは，新たな参加者である久島正とちほく高原鉄道が協働シ
開き，参加者のやる気は高まる
ステムに参入したから。
「沿線１市６町の取り組み」および「支援組織の取り組み」が開き，「沿線１市６町のやる気」および「支援組織の
既存の参加者が新たな活動プログラムを開始した場合，組織のやる
13
やる気」が生成されたのは，既存の参加者である沿線１市６町および沿線住民が第３セクター鉄道の運営という新
気の窓が開き，参加者のやる気は高まる
たな活動プログラムを開始したから。
協働アクティビストが，（1）
協働を意図した活動ではなく，（2）
協働
協働を必ずしも意図しない活動として，横路孝弘による知事意見書提出，池北線の２次線選定承認留保とその解除
14 を必ずしも意図しない，偶然生じたこれまでの活動をうまく活用す
（第１期）
，長大４線による共同歩調（第２期）
。
る場合，協働が促進される
沿線１市６町は沿線住民の交通手段を確保するための方策，ちほく高原鉄道は自社の存続に直結するもの，支援組
参加者間で異なる支配的論理がすり合わされ統合される場合，協働
15
織は地域間交流を促進するための手段として，それぞれふるさと銀河線の運行をとらえていた。久島正らが，これ
が促進される
ら主要な参加者間で異なる支配的論理をすり合わせ，統合させることにより，協働が促進。
第２期の問題の窓（2）「国鉄民営化」（1987 年４月）→第２期の組織のやる気の窓（2）
「沿線１市６町による応分の負
参加者によって能動的もしくは偶然に，３種類の協働の窓がほぼ同
16
担の意思表示」（1988 年２月）→第２期の解決策の窓（1）「三塚による政治収拾案（＝三塚案）の提示」（1988 年９
時に開かれる場合，協働の実現可能性は高まる
月）⇒第３期の新たな協働（活動
（10）
）「ふるさと銀河線として運行を継続」（1989 年６月）
協働アクティビストが，アジェンダ，諸解決策，組織のやる気状況，
第３期と第４期において，久島正らが，アジェンダ，諸解決策，組織のやる気状況，活動状況の４つを結びつけ，
17 活動状況の４つを結びつけ，１つのパッケージを構成する場合，解
１つのパッケージを構成し，諸解決策が正式に決定・正当化され，協働が実現。
決策が正式に決定・正当化され，協働が実現される
協働が実現されるのに必要な時間は，参加者によって当初に利用可 北海道と沿線１市６町が計 56 億 5,000 万円を負担し，経営安定基金を設置。さらに，交付される転換交付金が 42 億
18
能な資源の量に規定される
円。参加者によって当初に利用可能な資金量は大きく，協働が実現するまでの時間は短かった。

「池北線の２次線選定」に加え「第３セクター化による存続」が定義されたことにより，問題のリストであるアジェ
ンダは進化し，協働を促進。

アジェンダは，社会・政治・経済環境の影響を受ける

「池北線の２次線選定」および「第３セクター化による存続」は国鉄改革，国鉄分割・民営化等の政治環境の変化
の影響を受けている。

協働アクティビストが，複数の重層的に連結された場を設定し活用
久島正は池北線の存続に向けて，対策会議，協議会会議等の場を積極的に活用。
する場合，協働が促進される

5

4

3

2

具体的内容

ふるさと銀河線における戦略的協働 菅原

協働の成
協働が成功すると，その先例は特定の領域内だけではなく，他の領 樽見鉄道の運行においては，NPO 法人樽見鉄道を守る会（NPO, 2003 年設立），岐阜県・沿線市町村（政府），樽
20
果
域にも波及する
見鉄道（企業）との戦略的協働が実現されつつある。

協働の決
定・正当
化と協働
の窓

組織のや
る気の生
成と活動
の展開

問題の認
識・定義
と解決策
の生成・
特定化

参加者と
協働の場

1

命題

分析結果によって検証された 20 の命題

北海道と沿線１市６町（政府）は第１期以降継続して協働プロジェクトに参加。沿線住民（NPO）については組織
協働には，セクターを異にする複数の参加者が継続的に参加してい
の形態は様々であるが，第１期以降継続して協働プロジェクトに参加。ちほく高原鉄道（企業）は第３期から協働
る
プロジェクトに参加。
ふるさと銀河線の運行の継続は，北海道および沿線１市６町による財政的支援，ちほく高原鉄道による相応の企業
参加者間に協働資源の相互補完性がある場合，協働が促進される
努力，支援組織等によるふるさと銀河線の積極的な活用によって可能となった。したがって，第３期には，参加者
間に協働資源の相互補完性が存在。
運輸省や国鉄は第１期から第２期にかけて協働プロジェクトに参加。ちほく高原鉄道は第３期から協働プロジェク
協働の一部の参加者は，時間の経過とともに変化する
トに参加。

表２

2009.12
69（389 ）

70（390 ）
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