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シンポジウム「四国の新幹線を考える」 
日時：平成２９年２月８日（水）１４：００～１６：２６ 

場所：サンポートホール高松 大ホール 

主催：香川県ＪＲ四国線複線電化・新幹線導入期成同盟会、香川県議会地域公共交通活性化促進議

員連盟 

後援：香川県商工会議所連合会、香川県商工会連合会、（一社）香川経済同友会、香川県中小企業団

体中央会、香川県経営者協会、（公社）香川県観光協会、四国の鉄道高速化連絡会、四国鉄

道活性化促進期成会 

内容： 

○司会：おおにしふみ 

14:00～14:05 開会挨拶 香川県ＪＲ四国線複線電化・新幹線導入期成同盟会 会長（香川県知事） 

浜田恵造  

・２階席、３階席までと多くの方にシンポジウムに参加いただき、ありがとうございます。 

・新幹線は、建設中を含めると３分の２の都道府県に行き渡っている。 

・新幹線は、一部の大都市だけのモノではなく、高速道路と同じく全ての地域の施設である。 

・官民一体となって、新幹線導入へ向けた取組をしている。 

・交流人口の拡大により、地域経済、観光、災害への耐力など、一日も早い実現が必要。 

・藤井さん、森さんお二人の講演、シンポジウムにより、新幹線の必要性、新幹線の効果を最大

限に引き出すアイディアが聞けると思う。 

・このシンポジウムを契機に、新幹線への理解を深め、四国の将来を考えていただきたい。 

・四国への新幹線の早期の実現を祈念し挨拶とします。 

 

14:05～14:11 香川県議会地域公共交通活性化促進議員連盟 会長（香川県議会議員） 平木享  

・香川と、四国の地域公共交通の連盟会長を務めている。 

・なぜこの議員連盟を作ったのか。地方に輝き、地方分権とか、地方への新しい波が当時起きて

いた。言い換えれば、地域間競争、都市間競争を意味し、香川が、四国が、競争に勝てるのか。 

・ＪＲ四国の乗客数は、五反田一駅の数にすぎない。香川県だけではだめで、四国全体に声をか

け、議員連盟を作った。 

・何をやるか 新幹線導入に取り組んだ。 

・淡路島から徳島、香川、愛媛、大分へのルート。もう一つは岡山から高知へ。「採算性がとれな

い」との議論に。 

・様々な検討をしていただき、県庁所在地に行く新幹線構想であれば、九州に行くルートよりも

採算に合うことがわかった。 

・四国は多くの町があり、経済的にも劣っていない。松山～徳島で１時間、高松～徳島が２０分

になる、いわゆる３分の１となり、四国の中での交流も出来てくる。 

・四国の新幹線整備を決めるのは国会議員である。衆議院、参議院をまとめて国会議員の連盟を

作ってもらっている。 

・四国４県の知事が一つとなり、この新幹線構想を進めている。四国の経済関係もまとめていた

だき、後押しいただいている。全てがスクラムを組んで、新幹線構想を進める。 

・しかし、県民の力を結集しないと、この構想は前に進まない。 

・みなさんの熱い力とともに新幹線構想を進めていきたい（拍手）。 

 

14:12～14:17 来賓挨拶 自由民主党四国ブロック両院議員会新幹線ＰＴ 座長代理（参議院議
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員） 山本順三  

・ＰＴ座長代理 愛媛県選出の議員である。 

・この会場が参加者で一杯となってのシンポジウムに、力強く感じている。 

・四経連で新たな新幹線ルート 岡山から高知、徳島、愛媛へと Ｂ／Ｃが１を越えた。なら新

幹線誘致を進めていこう。 

・どうやって九州新幹線ができたのか、北陸新幹線がどう進んでいるのか、地域の方々と議論を

してきた。知事、議員、経済界が一緒になって、本格的な動きとなった。 

・鉄道局の人と話し、落胆した。「四国の新幹線なんて、できるはずがない」と国交省も考えてい

るようで、様々な取組をしてきた。 

・私は国交省の副大臣を務めた。国交省の最初の仕事がインドに新幹線の売り込み。次はアメリ

カ、シンガポールからマレーシア、日本がちょっかい（新幹線の売り混み）出していこう。 

・愛媛に帰っての報告会で、「おい！ まずは四国への新幹線の売り込みだろう」と地元の声。 

・最低限の社会資本整備をしないと、地方創生なんてあり得ない。その先頭に国交省が立たない

といけない。四国のために新幹線を引っ張ってこないといけない。 

・四国の将来を見据えて、新幹線が必要なんだ、一人一人がどんな仕事をしなければいけないの

か確認いただく機会として欲しい。 

 

14:17～14:21 来賓紹介 

・衆議院議員：平井卓也、玉木雄一郎、大野敬太郎、小川淳也、瀬戸 隆一 

・参議院：木村 義雄、磯崎 仁彦、三宅 伸吾、山本博司 

・丸亀市長、宇多津町長、多度津町長、丸亀市議会議長、土庄町議会議長、宇多津町議会議長、

琴平町議会議長、満濃町議会議長、四国旅客鉄道顧問：梅原利之、取締役会長：泉雅文、四経

連：竹内麗子、香川県建設業協会会長：森田紘一 

 

14:22～14:55 第一部 基調講演「四国の新幹線実現に向けて」                

○講師：京都大学大学院工学研究科教授（内閣官房参与） 藤井聡（ふじい さとし） 

○プロフィール 

・平成１０年に京都大学博士（工学）取得。 

・平成１２年同大学院助教授、平成１８年東京工業大学教授 

・平成２１年から京都大学大学院教授、 

・平成２４年から安倍内閣、内閣官房参与 

 

○はじめに 

・３階席まで満席のこの熱気の中で話させていただく。 

・四国の新幹線がどのような意味を持つのか、３０分でお話ししたい。 

 

○著書 「スーパー新幹線」が日本を救う 

・昨年５月に出した本。 

・７月の参議院選の時 安部さんの発言「未来投資 地方創生回廊を作るんだ！ 一つの経済圏

を作るのだ」。 

・地方を創生するには新幹線を作らないかんことを、データに基づき説明した本である。 

・この本から大事な図をいくつか紹介する。 

 

○明治時代の人口ベスト１５都市 



H29.2.8 シンポジウム「四国の新幹線を考える」 

 - 3 - 

・１２位：富山（北陸）、１１位：徳島（四国） 

   ↓ 

 現在の大都市 平成２２年の政令指定都市＋東京 ← 太平洋ベルト地帯に集中 

・この事情は新幹線を重ねると説明ができる。 

 昔大都市でなかった静岡、岡山、福岡が大都市となった 

 昔大都市だった富山、金沢、徳島、和歌山は衰退していった。 

 

・新幹線ができたおかげで、人とモノと金が行き交うことで、その周辺が豊かになっていく。 

・これらの人とモノと金は、新幹線がないところから来ている。 

・父も母も四国、香川出身だけれど、父は大阪にでて関西電力に勤める。 

 

松山２８位→３４位に  徳島１０→１０２位 高知：２５→７４位  高松：２０→５０位 

 

○当初の新幹線構想 

・昭和４８年 田中角栄が閣議決定した構想。 

・東京は多くの路線ができたのに、大阪は５路線のうち１路線しか整備されていない。 → 東

京が栄え、大阪は落ちていった 

・大阪、淡路、徳島、香川、愛媛、大分のルートができると、博多より大分は近くなる。 

 

○新幹線の効果は 

・広島は近く、松山は遠く感じる。 → 人は乗り換えが嫌い １回の乗り換えは３０分の心理

的な時間抵抗と同じ 

・乗り換えなしで新幹線が四国に入ると、太平洋ベルト地帯のエネルギーが四国、高松に入って

くる。 

・四国を十分に発展させる効果的な方法は、瀬戸大橋に新幹線を走らせること。 

・５，０００～６，０００億円の整備費 我が国のＧＤＰは５００兆円。 

 ５００兆円を５００万円だと思えば、５，０００億円は５００円 ラーメン程度ですよ。 

・新幹線を通すと、堤防と異なり、料金収入がある。５０年かけて借金を返せばいいんですよ。 

・お金が取れる新幹線を作らないのは、アホです。ゼロ金利の今に整備しなければならない。 → 

今、作らへんかったら、アホですよ 

 

○料金を取らない国道を国費で造る理屈は 

・国道を作ることで消費動向があり、税収が増えるので、国費で国道を整備する意味がある。 

・新幹線は地方を豊かにする、法人税収を上げる。 

・金沢では１年間でオフィスが４０以上増えた。法人税が増えた。 

・つくばエクスプレス 何も無いところに駅がいっぱい出来、周辺にたくさんのビルが建った、

民間投資が行われた。 

 

○東京が金儲けしているのは 

・インフラを大量に投資しているからです。 

・１時間に１万人が丸の内に放出されている。そんな丸の内なら、アホでも商売は成功する。 

・私の卒論、研究テーマは、新幹線による人口増加、経済増加、税収増加を評価すること。確実

に効果がある。 
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○再認識してください 

・四国に新幹線を作ることは閣議決定している。 

・四国新幹線で一番の課題は橋を架けること ← 田中角栄の時代の構想で、瀬戸大橋に新幹線

を乗せられる構造に出来ている。 

・四国の財界の方々が、四国の財界にどれほど必要なモノなのか、民衆で議論し、国会で議論し、

認識してもらいましょう。 

 

・これほど四国新幹線の議論が盛り上がってきたことはない。 

・国民の力で新幹線構想の実現を。 

・新幹線を「単線」で作ると１兆７千億が１兆円ですむ。需要が出てきたところで複線化すれば

いい。１０年ほどで、需要は出てくる。 

 

14:56～15:23 第２部 基調講演「新幹線とまちづくり戦略」                 

○講師：富山市長 森雅志 

・平成７年富山県議会に初当選 

・平成１４年富山市長に初当選 

・平成１７年 新・富山市長に当選 

・公共交通を軸とした、魅力あるまちづくりに取り組む 

 

○はじめに 

・全国一悪名高い議会となった富山市 

・新幹線が来てからまちづくりを考えたのでは遅い。新幹線が来ることを前提にまちづくりをし

てきたことを説明するのが、私の役割。 

 

○１５年前から取り組んでいるまちづくり 

・コンパクトなまちづくり 

・どんどん道が延びていくと、除雪延長が増え、除雪費が増え、負担感が増す → そんな町に

人は来ない。 

 

○交通施策 

・交通機関が赤字であれば運行の間引きをし、乗らなくなるとさらに赤字、さらに運行を間引き

する。 

①公共交通の活性化が必要 

②公共交通沿線地区の居住推進 

③中心市街地の活性化 ← 一番付加価値の高いところに投資 

 

○富山ライトレール 

・鉄道を廃止したが、路面にライトレールを走らせた。階段もホームも無いライトレールで、５

０～７０代の外出していなかった人が外出するようになった。 ← 人口が増えないのに、需

要が増えた 

・７０歳以上で７．５％の人が新しい友だちができたとのアンケート結果。 

・交通に投資したことで、生活形態が変わり、健康になり、友だちができ、生き甲斐を感じてい

る。 
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○市内電車環状線化事業の整備効果 

・女性利用者６０歳以上は買い物、私用に使用。 

・マイカー利用者に比べ、電車で出てきた人は消費金額がより多く、滞在時間が長くなる → 車

を心配しないので、お酒を飲め、駐車料金が気にならないので長く滞在できる 

 

○コンパクトなまちづくりにおけるＬＲＴの整備効果 

・シビックプライドを感じる人が増えてきた → 「大学が終われば故郷に帰ってこい」と思う

人が増えた 

 

○新幹線の駅から 

・２次交通の整備を早急に進める必要がある。 

・超高齢化社会を見据えた整備が必要。 

・「おでかけ定期券」どんなに遠くから来ても１００円 → 高齢者がお出かけすることで認知症

予防となっている 

 

○新幹線で通学推進事業 

・金沢大学までの月額４９，５００円の通学定期に、月２万円の補助 

・通学推進事業の利用者の約半分が富山市内の企業に勤めていた。 

 

○居住地区のコンパクト化 

・都心地区、公共交通沿線の居住推進地区の設定 

・居住推進地区への居住率、最初約２８％だったものを、約４２％を目指しており、現在約３７％

程度。 

 

○財政面から見た中心市街地活性化の意義 

・中心市街地で税収を稼いだからこそ、中山間地のサービスを行うことができる。 

・面積比５．７％の市街化区域が７５％の税収を負担してくれている。 

 面積比０．４％の中心市街地が２２．４％の税収を負担してくれている。 

 

○グランドプラザの整備 

・積雪寒冷地の機構にも配慮し、賑わいの核となる全天候型の多毛的広場を整備。 

・年間９１．１％（休日:１００％、平日:８６．８％）がイベントで利用されている。 

 

○花Ｔｒａｍモデル事業 

・「花で潤うまち」を創出するために、指定の花屋で花束を買うと無料乗車券を配布。 

・まちじゅう花であふれ、ピンクチラシや違法看板はない。 

 

○ＴＯＹＡＭＡきらり 

・中心市街地にガラス美術館と市立図書館等が入る複合施設を整備。 

・以前２２万人の利用だった。駐車場をなくしたが、こだわりの美術館、図書館として７５万人

の利用。 → 使いやすい公共交通機関と質の良い施設があれば市民は利用します 

 

○公共交通機関を利用することで 

・アルコールを飲める 暮らし方、町の使い方が変わる 
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○コンパクトなまちづくりの効果 

・中心市街地、公共交通沿線居住推進地区では転入増加が続いている。 

・平均地価が２年連続で上昇 

・人口は、自然減（出生－死亡）により富山県全体と同様に減っているが、社会増減（転入－転

出）では、近年は転入超過傾向。 

・富山にある企業が、富山に定着する動き。富山に出資している。 

・人（労働者）がいないことが最大の悩み。 

 

○まとめ 

・人口が減っている。 

・手をこまねいていると、激しく人口は減る 

・新幹線だけが解決策ではない。新幹線の実現と同時に、魅力的なまちづくりをすることで、企

業がその町に魅力を感じる。 

 

15:23～15:40 休憩 

 

15:40～16:23 第３部 シンポジウム「四国の新幹線を考える」                

○パネリスト： 

山本順三 自由民主党四国ブロック両院議員会新幹線ＰＴ 座長代理（参議院議員） 

藤井 聡 京都大学大学院工学研究科教授（内閣官房参与） 

森 雅志（もりまさし） 富山市長 

千葉 昭（ちばあきら） 四国経済連合会会長 

大西秀人（おおにしひでと） 高松市長 

○コーディネーター：浜田恵造（はまだけいぞう） 香川県知事 

 

浜田：まずは、新幹線への理解、四国の新幹線の課題についてお話しいただきたい。四国新幹線の

現状について、山本さんから。 

 

山本議員：今のペースだと４０年後に完成といったペース。 

・「整備新幹線」が整備されたあとに、「基本計画路線」をいかに整備路線にあげるか。 

・国と地方で費用負担、上下分離でＪＲ各社に貸し出して、貸し付け料を次の整備新幹線の原資

にしていく。しかしこれは額が小さく、国費を入れてスピードアップが必要。 

 

浜田：新幹線の整備効果について 

森市長：私の皮膚感覚です。観光客が増え、高山ではホテルや飲食店の料金が高く、多くの観光客

が富山市に来てくれている。 

・都市構造が違うので、富山にとっての新幹線は、多くの企業が富山市からぶれない。富山の企

業が富山で投資をしてくれることが新幹線の最大のメリットである。 

 

藤井教授： 

・今日は新幹線に興味のある方々の集まりだが、こういう場からはずれてしまうと、地方の新幹

線整備へのアンケートは、約７割が反対。 

・この雰囲気では、国費の投資へは世論は進んでいかない。 
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・四国の新幹線だけは、四国の方々が「新幹線が必要や」と広めていくことで、香川、四国の人

たちが、学術的なデータに基づいて、広めていくことが突破口になりうる。 

 

千葉会長：四経連会長に就任して以来、新幹線バカになることを表明している。 

・紀淡海峡と豊予海峡をトンネルで結ぶ構想では、経済性が立たない。 

・岡山、瀬戸大橋、四国４県都を結ぶルートは、Ｂ／Ｃが１．０３ 

・新大阪との４県都の時間は、半減し、通勤圏内となる。 

・四国内の県都の間は、１９分（徳島～高松）から６１分（徳島～松山）で移動可能。 

・博多 嵐のコンサートで博多のホテルは満室。熊本に泊まって博多に来る、熊本と博多は新幹

線で３０分圏内。 

・新幹線で４県都を結ぶと人口１５０万人圏 

 

大西市長：藤井先生からは新幹線の必要性と、その実現には地元の方の熱意が要ると発破を。森市

長には、まちなかサミットでシンポジウムに来ていただいた。高松市も中核市として、四国の

核として発展して行くには、新幹線の導入が是非とも必要であり、しっかりとまちづくりを進

めていくことの必要性を感じた。 

・２０万人以上いながらこれから発展していくには新幹線は必要。 

・４県都市長会 高松松山間が４０分と２時間２０分、この差は何か。市民の理解のもと新幹線

整備を進めていきたい。 

 

浜田；着工条件など、課題についてご意見を。国政における新幹線の議論を。 

 

山本議員：オリンピックの時に新幹線ができた。愛媛県の国鉄総裁十河信二さん、新幹線の生みの

親。９年で出来ている。整備新幹線は４０年経っても今の状況。 

・何とか四国新幹線を完成さすべき調査費をアピールしてきた。 

・来年度、「基礎調査委託費」の予算が付きそうである。２億８千万円。四国新幹線を含む基本計

画路線の検討を行う。単線、フリーゲージ、・・様々な方法を検討する。 

・１１路線が切磋琢磨し、基本計画路線を計画路線に。 

 

千葉会長：四国４県～関西圏の旅客流動の変化 昭和４０年からほとんど変わっていない。東京と

の間では８倍に増えている。 

・船だったものが道路に変わってきている。 

・関西圏への旅客流動 一日２万人 新幹線が出来ることで鉄道による分が増えうる。 

 

森市長：みんなが力を合わせてやっていかなければならないことは事実。整備費の３分の一は地元

負担。 

・並行する在来線は、経営分離が求められる。みんなで、地元で支えていかねばならない。 

・新幹線が出来ると市町村に固定資産税が入る。純増となるこの財源を、在来線の安定化基金に

出す。 

 

藤井教授：高松から松山４２分、高知３６分、徳島１９分で行けることを忘れずに。 

・新幹線が函館まで通ったことで、新幹線が無いのは四国地域だけ。 

・国費をかけて整備しているということは、四国の人たちの税金が九州や北海道に投資されてい

るということ。それを返してもらえていないということ。 
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・新幹線の整備は、自治体負担１２％でいける。 

・インフラは要らないもの、無駄なものと冤罪 地方を元気にする効果が大きい。 

・関西が浮上していくためにも、四国の力、四国の発展が必要。四国という大きなマーケットが

大大阪圏になることで、大阪が豊かになり、四国が豊かになり、入り口となる香川、高松が一

番豊かになる。 

・高松だけでなく、四国だけでなく、大阪だけでなく、西日本が豊かになる。南海地震が来ても

大丈夫ですね。 

 

大西市長：岡山に新幹線が来たのは昭和４７年、瀬戸大橋が出来て３０年、将来は新幹線をつける

ことを前提に橋をつけていただいている。 

・マリンライナーという便利なモノを整備し、岡山との間には便利な公共交通路が出来ており、

「新幹線が要るの？」との雰囲気となっている。 

・今日の知識から、四国の新幹線が必要だという、盛り上げを今日お集まりのみなさまが中心と

なってやっていただきたい。 

 

浜田：海外では、世界の標準的なインフラである「高速鉄道」が、四国にだけ無い。四国が一体と

なった盛り上げ、取組が必要。一言ずつ。 

 

森市長：初めて県会議員になったのは平成７年。整備新幹線となっていなかったので、いろんな大

会を行い声を上げていた。何も見えていなかったが、動き出してから早かった。県民、市民の

爆発するような気概が大事だった。地元の熱い思いにつきる。是非がんばっていただきたい。 

 

藤井教授：今は北陸新幹線が通っているが、当時の森首相も、北陸の人たちの頑張りがなかったら

実現しなかったかも。まちむらさんの頑張りがなかったら北海道も出来ていなかったかもしれ

ない。ここ１０年ぐらいで新幹線が出来てきた。 

・出来ていない路線で競争が始まっている。東北、伯備線、鳥取まで、・・・ここでがんばらなか

ったら、よそに負ける。 

・是非がんばって、２０年後に、「あのとき頑張ったから出来たね」という未来に。 

 

大西市長：力強い応援をいただき、新幹線が通ったあとに良い町と思ってもらえるような魅力ある

まちづくりをやっていかねばならないことを肝に銘じ、取り組んでいく。 

・整備にはいろんな課題、時間がかかるが、それらを表に出していくことが、新幹線の整備につ

ながっていくと思う。議論しながら進めていきたい。 

 

浜田：四国全体から。 

千葉会長：「今年は九州から函館まで新幹線が結びます」との報道。四国が取り残されており、非常

に残念。 

・原風景 ８８カ所 このような文化を守っていくには、高速道路や新幹線などの高速交通路が

ないと維持できないという時代がやってくる。一日も早い実現を。 

 

浜田：国政の立場から。 

山本議員：藤井先生から発破をかけられた。昭和５８年に県会議員、６期勤めた。「四国は一つ」と

言いながら、「四国は一つずつ」との思いがある。今回は四国全力を挙げ、一致団結していかね

ばならない。高松が良くなれば、松山も良くなる、そんな一体感で、四国は一つで新幹線がん



H29.2.8 シンポジウム「四国の新幹線を考える」 

 - 9 - 

ばっていきたい。 

 

浜田：県議会、市議会の先生を通じて、私どもに言って欲しい。 

 

16:24～16:26 閉会挨拶 香川県ＪＲ四国線複線電化・新幹線導入期成同盟会 副会長（高松市長） 

大西秀人 

・多くの方々の参加に御礼。藤井先生、森市長、山本議員、千葉会長、浜田知事に感謝。 

・四国の新幹線の必要性、重要性、地元の熱意が必要、財源など課題があるがクリア可能である

ことをわかっていただけたのでは。 

・四国の新幹線実現に向け、閉会挨拶とする。 

 

－以上－ 

 

 


