【佐藤浩雄議員】
羽越線のミニ新幹線方式による整備と地域振興について質問いたします。
羽越新幹線問題は、おくれている県北の地域振興をどのようにしていくのかが問われている核心的な
課題であり、新潟県民、とりわけ県北住民の熱望する課題でもあります。
最近、羽越新幹線問題を取り巻く情勢が急激に変化をしておりますので、羽越新幹線と白新線の複線
化による県北の地域振興とまちづくりだけを９点にわたって質問させていただきますので、平山知事に
おかれましては、県北振興にかける情熱あふれる決意の表明と県の明快な方針を御答弁していただきま
すようお願い申し上げます。
報道によれば、去る４月 17 日、新潟県知事、山形県知事、ＪＲ東日本松田社長、加藤、稲葉、吉田、
３代議士が東京で会い、羽越線をミニ新幹線方式で整備することを合意したと大々的に報じました。そ
の後、青森県、秋田県、山形県、新潟県の４県議会が「羽越・奥羽本線等高速化促進４県議会協議会」
を発足させたというニュースも流されました。さらに、新潟日報は「動き出した羽越ミニ新幹線」とい
う連載を行い、日本経済新聞は４月 27 日に「ミニ新幹線化調査へ」という記事を載せ、羽越新幹線建
設に当たっての効果や問題点、各市町村長の羽越新幹線へ寄せる期待などについて報道いたしました。
また、５月８日には「羽越新幹線早期建設期成同盟」の設置が県北振興協議会 23 市町村によって確
認され、この連続するニュースから、新潟県民、特に県北地域の県民は、いよいよ羽越新幹線が実現す
ると熱い気持ちで受けとめております。
この直前の３月 28 日、私はほかの議員と一緒に、羽越新幹線の整備方式がミニかフリーゲージかど
ちらがすぐれているのか、またフリーゲージトレインの開発の現状を確かめるために、フリーゲージト
レインの地上装置がアメリカに運ばれる前に鉄道技術研究所に行って、研究開発責任者からフリーゲー
ジトレインの問題点と開発状況を教えていただきました。
率直に言って、フリーゲージトレインの開発技術は私の想像を超えるものであり、シンプルで完成度
の高いものであると感じてまいりました。しかし、現在アメリカのコロラド州プエブロの試験線で試運
転しているフリーゲージトレインは、線路強度の関係で時速 200 キロ運転が限界で、24 万キロしか運
転しておらず、試験台で出している 350 キロ以上の運転がされていないこと、全般検査まで必要な 60
万キロ運転が未達成であること、狭軌と標準軌を転換する地上装置なしで、標準軌のみの運転で、これ
からアメリカへ軌間転換装置を運んで据えつけて試運転をやり直すわけで、標準軌と狭軌の転換装置や
転換しながらの耐久試験がこれからであること、その後国内試験に移るわけで、国内走行試験は試験線
を持っていない日本では国外試験の何倍も時間がかかると言われ、それらを総合すると、フリーゲージ
トレインの完成までこれから相当の時間がかかることが判明いたしました。
それと、開発技術者は大変な自信を持っておりましたし、私が見ても、人間的な操作や、電気や電磁
波、無線などの影響は全く受けないシンプルで安定したものであることは理解できましたが、車輪とモ
ーターが一体構造であるため車輪が重く、軌道に相当の打撃があると考えられ、この点の改良や軌道の
強化が必要ではないかとも考えられ、これらの問題解決が必要であると思いました。
その上問題なのは、このフリーゲージトレイン技術の評価をだれがするかが決まっていないことであ
りました。運輸省の委託事業ですから、運輸省が安全宣言をするのも問題があるようですし、民間がす
るには大変な権威が必要です。運用主体であるＪＲが行うのもおかしいと思います。このようなことを
考えていくと、フリーゲージトレインは、技術的な問題ばかりでなく、評価体制などに相当な時間がか
かると思われます。
したがって、フリーゲージトレインは、日本が開発したすばらしい技術であることは間違いないと思
いますが、今すぐ使える技術といえば、ミニ新幹線方式の方が山形・秋田新幹線で使われ、分割併合技
術も含め、完全に技術的に確立しているわけですから、ミニ新幹線方式を採用する方が安全で安心でき
ますし、フリーゲージトレインが開発されれば、ミニ新幹線方式を採用している秋田、山形を初め、羽
越ミニ新幹線でも走行が可能であるだけに、ミニ新幹線方式を羽越新幹線に採用することは賢明な判断
であると思いました。
その後、６月４日、５日、私は山形新幹線に実際乗ってみて視察をし、山形新幹線の天童駅、村山駅、
さくらんぼ東根駅、大石田駅、新庄駅におりて、それぞれの市町村担当者と山形県企画部企画調整課交
通企画室の責任者から説明を受け、また陸羽西線沿線を見て回り、酒田、鶴岡への陸羽西線回りのミニ
新幹線の実現可能性について、山形県の取り組み状況を調査してまいりました。
最初に感想を述べれば、山形県は一生懸命であるということです。新潟県の姿勢と全く違うと言って
もよいくらい情熱を込め、山形新幹線を活用した地域開発とまちづくりに取り組んでおりました。各市

町村の担当者の発言では、
「県知事が決断してくれ、強い主導性を発揮してくれたから、ミニ新幹線新
駅とまちづくりは実現した」と異口同音に申し述べていました。新幹線効果によるまちづくりに県と関
係市町村は一体となって一生懸命に取り組んでおり、その結果、昨年 12 月４日に開業した新庄延伸も
予想の倍のお客があり、観光以外の産業にも波及効果が出始めているということです。
また、環境、エネルギーにすぐれた鉄道が 21 世紀の交通の主流になるとの確信に基づき、自治体が
資本を準備し、ＪＲに貸し付け、10 年で回収する資金スキームを考え、最先端の鉄道技術の導入とバス
代行運送により工期も短時間に実現し、創意工夫により公費を削減するばかりか、高速運転の障害にな
る踏切道の改善には、山形県が単独で 395 億円も全面的に資金を出して、市町村にほとんど負担をかけ
ずに統廃合を実現していることです。その結果、安全とスピードが生命の新幹線機能はむしろ向上し、
経費を大幅に削減することに成功しております。
公共事業特有の長時間をかける非効率性、採算性の無視はここではなく、ミニ新幹線は採算がとれな
ければ成功しないという民間経営のＪＲにとっては死活問題の過剰投資を避けることにもつながり、山
形新幹線の成功を支えた重要な要素でした。そして、各市町村はミニ新幹線を活用し、その市町村の特
徴的なまちづくりと産業振興策を一生懸命に取り組んでおりました。
そこで、まず第１に質問いたしますが、去る４月 17 日、新潟県平山知事、山形県高橋知事、ＪＲ東
日本松田社長、加藤紘一、稲葉大和、吉田六左エ門各代議士が東京で会い、羽越新幹線をミニ新幹線方
式で整備することを合意したと大々的に報道は伝えておりますが、会談はどのような経過をたどり実現
し、その会談の内容と合意内容についてお聞かせ願います。
また、フリーゲージトレインとミニ新幹線などの整備手法について、新潟県としてどこまで独自に研
究され、判断されたのかをお聞かせ願います。
第２に、山形・秋田新幹線は、いずれも県知事が強い決意のもと、強い指導性を発揮し、実現したも
のであります。山形新幹線は、
「新幹線直行特急早期実現期成同盟」が結成されてから６年で開業にこ
ぎつけております。さらに、新庄延伸は、高橋県知事が会長となった「山形新幹線新庄延伸推進会議」
が結成されてからわずか５年で開業にこぎつけています。私が先日各地を調査してきて、事実に基づき
強く感じた結論は、県知事の強い指導性であります。
ＪＲ東日本の松田前社長と会う機会があり、「新庄市は人口４万 2,000 人で、新発田市の半分です。
こんな小さな市になぜ新幹線を引くことをＪＲ東日本が同意したのですか」との質問に、
「山形県知事
のミニ新幹線建設への断固とした決意と指導性と、新幹線によるまちづくりが信頼できたからである」
と答えてくれました。
さきの東京会談でミニ新幹線方式で整備することを合意したとするならば、平山県知事の卓抜した指
導者としての資質を遺憾なく発揮されるべきであると思います。まして新潟県は、人口や財政規模、市
町村数は山形県の約倍、財政力指数も 0.13 以上の開きのある大県であります。
平山県知事は新潟県の知事として、高橋山形県知事を凌駕する指導性をミニ新幹線建設に向け発揮さ
れ、関係市町村のまちづくりはもちろんのこと、国に対しても強い指導性、影響力を発揮し、羽越新幹
線を実現する県庁体制と、財源問題も含めて万全の体制をつくるべきであると思います。平山県知事の
羽越ミニ新幹線建設へ向けた決意の表明をいただきたいのであります。
第３に、山形新幹線の特徴は、施設、車両の整備に必要な経費の大部分を一時的に地方自治体が負担
し、ＪＲに貸し付けたこと、最新の鉄道建設技術の導入と、電車をとめ、バス代行により、実質的な建
設工期間を１年半くらいのスピードと、立体交差事業を半分ぐらいの経費で実現したもので、その事業
スキームに特徴があります。羽越新幹線は距離も長く、それだけにスピードアップの効果も大きいはず
です。しかし、工事費も多くかかると思われます。とりわけスピードアップのかぎを握る踏切道の統廃
合は、山形新幹線新庄延伸だけでも 45 カ所を廃止し、395 億円のほとんどを山形県が出しているだけ
に、どのような事業スキームをイメージしているのかお聞かせ願いたいのでございます。
第４に、山形新幹線新庄延伸は開業して間もないですが、新幹線効果により、例えば人口４万 2,000
の新庄市は、人口８万 2,000 の新発田市よりも明らかに全国的な知名度は高くなり、開業前の乗客予想
30％増に対して 112％以上も増加しており、銀山温泉をトップに沿線の観光入り込み数は激増し、山形
県全体では観光客 4,000 万人を突破いたしました。波及効果は山形県全体に及び、工業団地に対する企
業立地も進み始めました。
このように考えてくると、羽越ミニ新幹線の新幹線効果は、東京方面を中心とする全国への情報発信
機能ばかりでなく、山形県、秋田県、青森県との人、もの、金、情報の交流によるスピードの経済効果
が大きく、今まで県北地方は東京志向だけの経済発展を考えておりましたが、発想を完全に切りかえな
ければならないと思います。
そして、新潟県は新潟空港と新潟港を拠点とした環日本海交流拠点構想を描いて、新幹線も新潟駅か

らの乗り入れで首都圏や群馬方面からの乗り入れも考えると、新潟県の環日本海交流拠点構想はさらに
可能性がふえ、魅力が増し、厚みが増すばかりか、福島県も含んだ経済圏構想を描いた中で、下越地域
の経済圏構想を描くことが可能になると思います。その中心に羽越ミニ新幹線と白新線の複線化が位置
づけられるべきではないかと思います。
もちろん、既に日本一の交通量で、エネルギー・環境問題、交通渋滞で限界に達している新新バイパ
スや新潟バイパスの隘路打開のために、白新線の複線化とパーク・アンド・ライドは一刻も早く実現し
なければなりませんし、当然羽越ミニ新幹線は黒山駅より東港駅、新潟国際空港駅を通って新潟駅へ向
かうコースも検討すべきであろうと思うが、どうでしょうか。その結果、一番羽越ミニ新幹線効果を経
済的に享受できるのは新潟市と豊栄市周辺であろうと思われます。また、瀬波温泉や月岡温泉、城下町
新発田市や黒川村や朝日村、山北町の自然環境とすばらしい景観は、全国の魅力的なポイントになりま
しょう。また、臨空・臨海地帯の魅力を強化する東港や中条町や安田町の工業団地への企業進出に大き
な力を与えることは間違いありません。
そこで、平山知事の羽越ミニ新幹線と白新線の複線化が県北の地域振興の中で果たす役割、位置づけ
についてお聞かせ願いたいのであります。
第５に、羽越ミニ新幹線の資金スキームについてお伺いします。
私は、21 世紀は鉄道の世紀ではないかと思っています。それは、環境・エネルギー問題の解決が 21
世紀の最大の課題であるからです。ゼロ・エミッションは、私たちが 21 世紀に課せられた課題です。
鉄道の環境負担とエネルギー効率の優位性は車を圧倒しております。その上、高速性、定時大量輸送機
能は、新幹線の１年間の平均おくれ時間わずか 24 秒という 99 年度の発表を見れば、いかにすぐれてい
るかおわかりいただけると思います。したがって、ヨーロッパでは鉄道に投資をしており、地上施設は
国がつくり、車両は鉄道会社がつくるのが当たり前となっています。都市内の輸送も路面電車を積極的
に取り入れ、自転車とともに最も有力な輸送手段となっております。
羽越新幹線は、そもそも新幹線整備法でフル規格でつくる構想でしたから、本来であれば 100％国の
資金で建設すべきであろうと思います。しかし、フル新幹線建設に伴い発生する並行在来線の運営は、
地方自治体の負担や環境破壊の問題を惹起することは間違いなく、避けるべきであります。羽越線のミ
ニ新幹線方式による整備は、現在の社会経済状況に最も適した建設方式であると思います。しかも、今
日までの経過や環境エネルギー問題の解決からして、国が地上設備を建設する方式、ヨーロッパ方式を
取り入れても差し支えないと思われます。
羽越線は貨物が走る大動脈であり、単線区間や複線区間があり、羽越線は全線３線軌や一部４線軌も
必要でしょうし、白新線などは片方狭軌、片方３線軌や片方標準軌などが考えられ、複雑な工事が必要
です。また、酒田まで 168.2 キロで距離も長く、県境では人口の少ない地域があります。それだけに、
建設費の軽減は羽越新幹線事業の成否を決める最も重要な課題であります。国への働きかけも重要と思
われます。羽越ミニ新幹線の資金スキームについて、平山知事の構想をお聞かせください。
第６に、県知事の県北地方の地域振興とまちづくりへの指導性の問題です。
山形新幹線や新庄延伸には、ＪＲが新駅を建設し、関係市町村が都市施設を合築し、駅周辺整備事業
を行いました。
新庄駅では、ＪＲと市で新駅を建設し、そこに最上広域市町村事務組合が「最上広域交流センターゆ
めりあ」を建設しております。新幹線関連事業で、最上広域交流拠点施設、駅前交通広場、最上中央公
園、アクセス道路、1,003 台の無料駐車場を建設しております。その内容を見ると、新庄市の単独で整
備している施設、最上広域事務組合で整備している施設、県が単独で整備している施設がありますが、
それぞれ一体となって整備しており、鉄道の機能と車の利便性を生かしております。新庄駅の新幹線関
連事業の総額は 229 億 900 万円で、優に新庄市の予算を上回っておりますが、これを県、市、周辺市町
村が負担し合って計画的に建設しておりますし、県の強い指導性がよく見えております。また、地域巡
回バスや送迎バス、レンタカー、レンタサイクルのアクセス交通手段を整備しております。さらに、新
庄市では市民１人 4,000 円の寄附金を仰ぎ、２億円を集めて駅建設費を生み出しています。
大石田駅は、無人駅を有人駅にする運動を 20 年前に起こし、その後特急を停車させる運動を行い、
ついに新幹線駅を建設することに成功した、鉄道を町の活性化に取り組んだ有名な町です。駅前区画整
理事業を実施し、無料駐車場を 260 台分建設、銀山温泉行きの市営バスとレンタサイクルのアクセス交
通を整備し、ボランティアガイドも組織化しておりました。約３億円かけて屋根を階段状にし、イベン
トにも使える城下町大石田町を象徴する駅を建設し、第三セクターの大石田町地域振興公社が町の名物
そば屋とギャラリーと物産コーナーを営業し、入り切れないほどの盛況をおさめております。
村山駅は、６億円をかけてふるさと・ふれあい学習館を建設し、インフォメーションコーナー、企画
展示ギャラリー、軽食コーナー、市民ホールを建設し、駅西土地区画整理事業を実施、無料駐車場を 600

台建設しております。
さくらんぼ東根駅は、さくらんぼという普通名詞を駅名に使った大変ユニークな駅ですし、約 20 億
円をかけて駅と合築したさくらんぼタント館を建設、開業５カ月で来館者約１万 2,000 名、毎月貸し出
し冊数が１万冊を超える盛況ぶりで、さくらんぼ図書館は全国に有名であります。駅土地区画整理事業
で無料駐車場を 600 台建設、愛称銀ブラバスと呼ばれる市営バス、観光バス、レンタサイクルをアクセ
ス交通機関を準備しておりました。
天童駅は、既に山形新幹線に合わせて整備済みであります。
以上、各市町村とも新幹線駅を中心とした駅と合築した都市施設を建設し、それを拠点に各市町村の
特徴あるまちづくりを我々の常識を打ち破るような情熱で行っていることです。しかも、各市町村の特
徴を徹底的に出していることです。その結果、各市町村とも人口減少に歯どめがかかり、ことしから増
加が見込める市町村が出始めているとのことでした。
このように、山形新幹線沿線各市町村は、観光、温泉ばかりでなく、企業誘致や、さくらんぼなどの
農業と食品加工業を中心に、地域振興と計画的なまちづくりに一生懸命取り組んでおります。財政的に
厳しい新庄市などは、市民の寄附も仰ぎ、市民一体となってまちづくりに全力を挙げて成功しています。
「なぜこんなに大胆に地域振興やまちづくりができたか」と尋ねると、
「高橋山形県知事の確固たる指
導性が市町村に勇気を与えた」と異口同音に発言しておりました。
平山県知事も、阿賀北振興協議会で羽越新幹線早期建設期成同盟結成を関係市町村が決めたのですか
ら、県知事みずから期成同盟の会長になるぐらいの覚悟で取り組むべきであろうと思います。また、山
形県は「山形県在来線高速化検討委員会」をつくり、
「山形新幹線新庄延伸沿線地域開発推進計画」を
山形県や関係市町村が一体となって策定したように、羽越線沿線市町村の連続立体交差や駅周辺区画整
理事業、無料駐車場の建設、観光や他産業への取り組みなどについて、
（仮称）羽越新幹線沿線地域振
興・まちづくり計画を新潟県や羽越線沿線市町村が一体となって策定し、羽越ミニ新幹線と白線線の複
線化による県北地方の振興施策とまちづくりを行う必要があると思いますが、平山県知事のお考えをお
伺いいたします。
第７に、羽越新幹線の建設計画スケジュールの策定についてお伺いいたします。
私は、山形新幹線新庄延伸を視察した帰りに陸羽西線を視察してまいりました。陸羽西線は、新庄延
伸を機に活性化を図るべく、陸羽東西線利用促進会議を結成し、全国から愛称を募集し、陸羽東線は奥
の細道ゆけむりライン、陸羽西線は奥の細道最上ラインと命名し、回転シートつきの新型気動車を投入
した結果、人気も上々で、乗客もふえ、快速は毎日座れないとうれしい悲鳴を上げていました。酒田か
ら東京へ向かう乗客が相当使っているようで、羽越線回りよりも時間がかかるのに、珍しさもあって乗
客がふえています。
現在、山形県では陸羽西線にミニ新幹線を走らせる計画も検討されており、今山形県は羽越線派と陸
羽西線派が対立していると聞いてまいりました。もし陸羽西線に新幹線が走るとなれば、大幅に時間が
短縮されることから、乗客は酒田駅より鶴岡駅が多いのですが、鶴岡駅のお客も陸羽西線回りとなる可
能性が高く、羽越ミニ新幹線の実現は不可能となると思われます。それゆえに、羽越新幹線の建設を急
がなければならないと肌で感じてまいりました。陸羽西線のミニ新幹線整備と羽越ミニ新幹線整備の関
係を平山県知事はどのように受けとめておられるかお聞きします。
したがって、16 日に行われた第１回の羽越新幹線検討委員会では、新潟県からこれらの情勢を踏まえ、
山形県の羽越線派に勇気を与えるような積極的な提言がなされたものと思っていますが、その内容につ
いてお聞かせ願いたいと思います。
第８に、運輸省は羽越線、白新線を新幹線直通化調査路線に決定し、調査費１億 2,000 万円を調整し、
具体的な調査を実施していると思います。新潟県も、本年度予算に鉄道高速化推進費として 229 万円を
調整しております。
「羽越新幹線早期建設期成同盟」の結成も決まり、知事が気にしていた地元の熱意
も大きく盛り上がってまいりました。羽越新幹線建設の決意を新潟県が内外に表明する条件は整ったと
見るべきで、本年度予算の鉄道高速化推進事業費 229 万円の予算を有効に使って、日本全体にアピール
できるような内容で鉄道高速化推進事業を実施すべきと思いますが、その事業内容をお聞かせ願いたい
と思います。
最後に、白新線の複線化とまちづくりについてお聞かせ願いたいと思います。
昨年の９月議会でも質問いたしましたが、いよいよことしの 10 月、西新発田駅移転に伴う開業がさ
れる運びとなりました。西新発田駅の開業は、新発田市とＪＲが一体となって整備してきたものであり、
都市間通勤輸送とまちづくりを目指したものでございます。
既に新発田−新潟間の交通渋滞の深刻さは昨年の９月議会で報告しましたとおり、新発田−新潟間の
交通渋滞の解消のためには、理論的には阿賀野川には橋をもう２本必要で、その実現のためには経済的

にも時間的にも不可能であります。この交通渋滞の解消のために、白新線の複線化により、13 万台と言
われる日本一の交通量の５％、6,500 台の乗客を白新線に乗りかえさせることが必要であります。その
ために、白新線の複線化とパーク・アンド・ライドが最も有効な手段であると新潟国道事務所のデータ
と計画に基づいて明らかにいたしました。
このたび開業することになった西新発田駅は、新発田−新潟間の交通渋滞の解消、隘路打開の一方策
として、すれ違い装置が設置されました。そのことにより、今まで一本の電車も増発できない現在の白
新線の輸送量を若干増発することが可能になりましたが、わずかです。都市間輸送をこれから強化をす
るためにも、複線化が必要なのであります。
また、西新発田駅周辺土地区画整理事業は 40.3 ヘクタールの規模で、人口の張りつけを 2,100 人程
度計画をしております。さらに、近隣商業地には大型店が進出を希望しており、西新発田駅前には南バ
イパスが平成 17 年に開通の予定であり、ロータリーや都市公園も整備される予定であります。新発田
市のまちづくりマスタープランには、パーク・アンド・ライドや橋上駅とオーバーアーケードの構想も
あり、新発田の魅力を飛躍させ、市内道路の整備と相まって、副都心的なまちづくりが目指されようと
しております。しかし、これとても白新線の複線化が実現するまでの暫定策であって、本来白新線の複
線化とパーク・アンド・ライドの実現が一刻も早く待たれております。
また、新発田の太田川の洪水防止の改修工事が現在進められており、太田川鉄橋の直前まで改修が進
んでおります。太田川鉄橋を現在のまま単線区間で改修するのか、最初から複線化するのかでは、全く
建設費も建設時間も変わってまいります。したがって、一日も早く白新線の複線化を決定すべきである
と思います。
また、山形県のように、大駐車場を県が整備をし、パーク・アンド・ライドのテストをすることを考
えてもよいのではないかと思います。
そこでお伺いいたしますが、羽越ミニ新幹線を実行すると同時に、白新線の複線化と大駐車場の整備
を実施し、新潟−新発田間の交通渋滞の解消による都市間輸送の隘路打開を進めるべきではないかと思
いますが、平山知事のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
以上で私の質問を終わります。

【平山征夫知事】
それでは、佐藤議員の一般質問にお答えしたいと思います。
鉄道関係の質問が幾つかございました。まず初めに、羽越線の高速化についてお答えしたいと思いま
す。
去る４月 17 日の山形県知事、ＪＲ東日本、当時社長の松田社長との会談でありますけれども、私は
かねてから羽越新幹線の構想の具体化を 21 世紀の本県の発展のための主要な課題の一つというふうに
位置づけておりまして、機会をとらえまして、個別に山形県知事さん、ＪＲ東日本の社長さんと意見交
換をしてきたところであります。
そして、御指摘のように新庄延伸が現実のものになってきましたので、このままほうっておきますと、
陸羽西線経由で酒田に出るという可能性がございますので、山形県知事さんには、新潟は庄内を通って
そちらに参りたいので、待っていてほしいということを何度もお話しすると同時に、ＪＲ東日本にもそ
の構想を話しておりました。
一昨年になると思いますが、村上地区での会合で、このことを地元として熱意を持って声を上げてほ
しいと、そして私も動き出しますということを申し上げたところであります。
今回こうした動きの中から、やはり新庄延伸が次のまたきっかけとなりまして、山形県内でのさらな
るミニ新幹線の事業の推進ということが検討され始めているということを聞いておったところであり
ましたけれども、関係国会議員からの呼びかけもございまして、ちょうどいいタイミングで３者が一緒
に会合し、意見交換を行うことができたわけであります。
この会談におきましては、主にＪＲ東日本からフリーゲージの実用化のめど、松田社長はフリーゲー
ジに対しては極めて懐疑的な意見でございます。山形ミニ新幹線方式の評価、そして新幹線のフル規格
とミニの相違、キロメートル当たり５億円とフルの場合の 80 億円等々、工事費の大きな違い等々を含
めまして、鉄道事業者の立場からの考えを伺ったほかに、今後３者が連携しまして、羽越本線の新潟−
酒田間の高速化に向けて、ミニ新幹線の可能性も含めて検討していくため、事務レベルでの検討会を設
置すると、そしてそこでですね、あらゆる可能性について種々検討していこうということについて合意

を見た次第であります。
また、羽越本線の高速化のための整備方式につきましては、これにつきましても今後３者の検討会に
おいて、国が現在行っております「新幹線直通運転化事業調査」の成果等も踏まえながら検討を進める
こととしているものでございます。
また、羽越本線の高速化に関する私の基本的な考え方ということでありますけれども、日本海を縦貫
する鉄道を高速化し、上越、北陸の両新幹線とも直接連携するという鉄道のネットワークを形成するこ
とは、21 世紀に向けた本県のさらなる拠点性の向上と県土の均衡ある発展を図るために、検討すべき重
要課題というふうに認識しております。
本県といたしましては、上越新幹線ができ上がっている上に、北陸新幹線に着手しているという、全
国的に見ますと極めて新幹線整備事業が多いところでありますので、私としては本来、北陸新幹線の進
捗を見、そして日沿道の進捗を見ながら、羽越ミニについてはどのタイミングで図ろうかというふうに
思っていた次第でありますけれども、先ほど申し上げましたように、新庄延伸からさらなる構想の動き
がございましたので、こちらの、新潟からの羽越ミニについて動き出すべきだろうというふうに思った
次第でございます。
環日本海時代を展望いたしますれば、日本海交通軸、日本海ベルト地帯振興構想を申し上げている私
といたしましては、このたびの山形県、ＪＲ東日本との３者による事務レベルの検討会をスタートさせ
たことを契機に、ぜひとも日本海側の高速交通体系の完備という意味で、羽越本線の高速化の実現に向
けて全力で努力していきたいというふうに思っている次第であります。
次に、羽越本線の高速化の事業スキームでありますが、羽越本線の高速化に当たりましては、工事区
間が長いということ、県境での線形が複雑であるということ、貨物輸送の確保への対応など問題がたく
さんございます。そうした問題を踏まえながら、財政上の負担と投資効果なども十分見きわめ、山形県、
ＪＲ東日本ともども今後検討をしていきたいというふうに思います。
また、羽越本線の高速化と白新線の複線化が県北の地域振興に果たす役割でありますけれども、羽越
本線の高速化は、今申し上げましたように、日本海側との交流の一体化を促すわけでありまして、環日
本海交流圏構想を持っています私どもといたしましては、その意味でも大変重要でありますと同時に、
首都圏あるいは山形県以北の東北地方との連携交流、これを促進いたしますし、県北地域の振興に大き
な影響を与えるものというふうに考えております。
しかし、これをどう実現し、どのように地域の活性化に結びつけていくかということについては、ひ
とえに沿線地域の取り組みに大きくかかわっているというふうに考えております。
また、白新線につきましては、沿線地域と新潟市を結ぶ生活路線としての大きな役割を果たしている
わけでありますけれども、その複線化については、利用促進方策とセットで検討されるべき課題という
ふうに考えている次第であります。
次に、羽越本線の高速化の資金スキームについてでありますが、高速化の財源をどのように手当てす
るかということにつきましては、事業採算性や投資効果の問題とともに、羽越本線の高速化を実現する
ための最大の課題であるというふうに思います。
山形新幹線、秋田新幹線、そして新庄までの延伸、それぞれ異なるスキームで財源手当てがされてお
ります。こうした点を比較検討しながら、近々取りまとめられます運輸政策審議会鉄道部会における鉄
道整備方式の審議結果も踏まえ、山形県、ＪＲ東日本と十分検討してまいりたいというふうに考えてお
ります。
次に、羽越本線の高速化等による地域振興と都市づくりについてでありますけれども、先ほど来種々
山形新幹線の沿線の各駅の特徴等についてコメントがございました。山形新幹線ができた平成４年、私
も日本銀行仙台支店におりまして、試乗をさせていただき、各沿線の駅を見させていただきました。実
に特徴のある、そしておもしろいつくり方をしたものだと感心していた次第であります。
そして、これがまちづくりと一体となって、大変よい形で進み始めていることに気がついた次第であ
ります。鉄道の高速化を単に果たすのではなくて、これを沿線地域の活性化に結びつけていくというこ
とがそこに見事に生かされていたというふうに思います。
私どもといたしましても、鉄道の高速化を活用した地域振興の方策、そして御指摘のようなパーク・
アンド・ライドのための駐車場等の駅の周辺の整備を中心とした都市づくりということの取り組みが重
要であるというふうに考えております。
そのため、県としても鉄道を核とした都市づくりに向けまして、沿線市町村の主体的な取り組みを促
しますとともに、これと連携いたしまして県北地域の振興を図っていきたいというふうに考えている次
第であります。
次に、羽越本線の高速化の時期でありますけれども、御指摘のように陸羽西線と羽越本線の双方を高

速化するということは、現実には考えにくいということから、私としては羽越本線による高速化を働き
かけてまいり、環日本海時代の高速交通体系の確保と拠点化のためにこれを役立てていきたいというふ
うに思っております。
現時点におきまして、羽越線、上越新幹線経由で、東京まで酒田から３時間 59 分、１万 3,570 円で
あります。陸羽西線、山形新幹線経由東京までは３時間 58 分、１分の差であります。値段では１万 3,350
円。220 円の差でございます。そうした意味で、タイミングを失しないように適切な時期等を見きわめ
ながら、この羽越本線の高速化について働きかけてまいりたいというふうに思います。
その場合でも、３者による検討の枠組みをつくったわけでありますので、二つのルートの比較検討を
していくことになると思います。羽越本線ルートのメリットを十分検討して、これを訴えながら羽越本
線による高速化を働きかけていくことが重要であるというふうに思います。
なお、去る６月 16 日に行われました山形県、ＪＲ東日本との事務レベルの検討会では、羽越本線の
現状と高速化の課題を踏まえながら、運輸省が実施中のフリーゲージトレインに関する新幹線直通運転
化事業調査の検討状況等も見ながら、今後ミニ新幹線方式を含め、整備手法ごとの利害得失の検討を行
うことについて確認した旨報告を受けている次第でございます。
次に、本年度予算の鉄道高速化推進事業でありますが、地元市町村等により近々設立されるというふ
うに聞いております「羽越本線高速化実現のための推進組織」と連携いたしまして、本年秋ごろを目途
に鉄道の高速化や地域振興等をテーマにした講演会及びシンポジウムを開催いたしまして、羽越本線の
高速化について、沿線住民の理解と機運の醸成を図りますとともに、国や関係団体にもアピールしてま
いりたいというふうに考えております。
最後に、新潟−新発田間の交通渋滞の解消でありますが、マイカーの普及によりまして新潟都市圏の
交通渋滞が年々激しくなり、二酸化炭素の排出によります環境への影響も懸念される状況にございます。
こうした交通渋滞解消のためには、鉄道の複線化による輸送力の拡大やパーク・アンド・ライドの導入
によります公共交通機関の利用の拡大など、総合的な取り組みが必要であるというふうに考えておりま
す。県としても、これまでパーク・アンド・バスライドの実験等に積極的に協力してきたところでござ
います。
今後、新しい長期計画のもとで、中長期的な視野に立って沿線市町村やＪＲ東日本など関係機関と連
携し、将来の都市交通のあり方について前向きに取り組んでいきたいというふうに考えております。
以上であります。

【佐藤浩雄議員】
御答弁ありがとうございました。
今までよりも一歩前進したと率直に受けとめておりますが、４月 17 日、今、知事のお答えのように、
東京会談は、新聞には加藤紘一と出ていましたが、加藤さんから働きかけて実現したのだろうと思いま
す。
一つは、羽越新幹線の実現のためには、私はやっぱり山形県よりも新潟県がまず自分の主体的な問題
として受けとめて頑張らなければならないと思うだけに、実は羽越新幹線の問題は、十数年前だと思い
ますが、政治的な課題になった時期がありました。しかし、同じころ政治的な課題になった山形新幹線
は既に実現をしておって、羽越新幹線は実現しておりません。なぜなのか、ここが大きな問題だと思う
のです。やっぱり山形新幹線を実現するためには、何度も言いますけれども、鹿野代議士や高橋山形県
知事が本気になって指導し、頑張ったんだろうと言われています。そのことがやっぱり教訓化されなけ
れば、十数年前と同じことを繰り返すことになると私は思うのです。今回の会談も、ぜひ願わくば平山
知事から働きかけて実現してほしかったわけです。
したがって、以降、特に陸羽西線との時間的な競合もあり、羽越新幹線問題のプレゼンテーションと
いうか、リード役は、ぜひ平山知事がリードしていただきたい。そして、特に地方自治体は大統領制で
すから、まさに強力な指導力を持っておられるわけです。ここにおられる方々はみんな知事のセクレタ
リーでしょうし、県知事が目標を明確に示せば、ハードルを乗り越えていくと思うのです。しかし、目
標が示されない限り、ハードルはむしろ壁となってしまいます。そういうことのないように、ぜひ、平
山知事におかれましてはリーダーシップをとっていただきたいことを、羽越新幹線が既に山形におくれ
をとっているという現実を見て、強くそう思うわけです。その点、もう一度もしコメントがあれば御指
導いただきたいと思います。

二つ目の問題は、羽越新幹線沿線の地域振興とまちづくり計画の策定の問題です。これは、私も知事
も考え方は同じだと思いますが、羽越新幹線と白新線の複線化は県北振興の手段でありまして、目的で
はありません。そのことをはっきりさせなければならないと思うのです。フル規格で新幹線をつくった
例えば東海道新幹線の場合は、あり余る太平洋ベルト地帯のいわゆる輸送需要を解消すればそれでよか
ったかもしれませんが、新潟県に入ってきている上越新幹線は、特に新潟県に入ってきてからは、地域
振興のために重要な役割を本来果たさなければならなかったと思うのです。
ところが、知事はどう見ておられるかわかりませんが、例えば新潟駅の状況は、県都の駅で、しかも
新幹線が入っている駅では、最もみじめな姿です。ようやく連続立体交差がことしから着手されるとい
う運びになっておりまして、連続立体交差などは、本来は新幹線が開業と同時に着手し、完成しなけれ
ばならない問題だったと思うのです。その原因は、やっぱり上越新幹線の建設に当たっての地域の振興
計画、まちづくり計画がしっかりと当時できていなかったために、そういうことが不十分なままに建設
されてしまったのでないか。その結果、新幹線効果を新潟県全体としてどれだけ大きく効果的に、経済
的に波及をさせるかという観点が薄れていたのではないかと思うのです。
これからミニ新幹線は建設するわけですから、ぜひ羽越新幹線沿線の地域振興、まちづくり計画を、
あの山形新幹線がやっている、山形は県と関係市町村が開発計画をつくってやっているわけですので、
そういう計画をぜひ策定していただきたいと思うのですが、その点についてもう一度御答弁をお願いし
ます。

【平山征夫知事】
佐藤議員の再質問にお答えしたいと思います。
山形県との比較において、もっと頑張れとハッパをかけておられる気持ちは大変よくわかります。先
ほど申し上げましたように、山形新幹線ができましたのは、今お話のありました代議士さんが大変熱心
であったということは語りぐさのように今も言われているわけでありまして、平成４年に山形新幹線が
できた。そして、今、御指摘がありましたように、新庄延伸において県が無利子貸し付けをするという
ことを決断された高橋知事さんにも私はその意味で敬意を表していますけれども、同じ時期に計画がで
きたのに、山形の方が、ミニでありますけど、新幹線ができたのは、やはり大変熱心な人がいたという
ことは事実であります。しかしながら、その間新潟県には上越新幹線ができ、さらに北陸新幹線をやっ
ているわけですので、みんなが何もしていなかったというわけではないので、その点は正しく御認識い
ただきたいと思います。
御指摘のように、庄内地区選出の加藤代議士からお話があったのは事実でありますが、加藤先生とは
私が日銀時代からの知り合いでありましたので、この件については前からも若干の御相談等があって、
その意味でその延長線であったわけでありまして、私としてはそういう意味で、このつなぎ役として大
変ありがたい申し出であったというふうに喜んでおりますが、それ以前から先ほど申し上げましたよう
に山形、そしてＪＲとは打ち合わせ、話し合いをしてきたわけでありますので、今後ともリード役をで
きるだけ努めてまいりたいというふうに思います。
なお、２番目の質問につきましては、御指摘のとおりでありまして、そもそも日沿道という高速交通
体系に入っているこの地域をどうまちづくりしていくかということは、既に課題として今あるわけであ
りまして、何も羽越ミニをやるから改めてやるというんではなくて、既にやっておかなきゃいけないこ
とであります。
その意味におきまして、村上地域を里創プランの対象といたしまして、現在具体的なまちづくりにつ
いて検討を進めているのも一つの事実でございます。今後とも、羽越ミニをもし本格的にやっていくと
いうしかるべき時期が来れば、当然のことながらそれを生かすさらなる地域振興については、県として
も支援をしながら具体的にまとめていく必要があるというふうに考えている次第であります。

