
【調査の概要】
調査期間：　  　2017年5月19日（金）～21日（日）
調査方法：　　　電話法（RDD）
調査対象：　　　北海道の18歳以上の男女　2,067人
回答数（率）：　 1,338人（64.7％）　

1． ほぼ毎日 ･････････ 2.0 ％
2． 週に数回程度 ･････････ 2.5 ％
3． 月に数回程度 ･････････ 9.0 ％
4． 年に数回程度 ･････････ 26.8 ％
5． ほとんど利用しない ･････････ 58.9 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 0.8 ％

1． 見直すべきだ ･････････ 15.4 ％
2． 見直しはやむを得ない ･････････ 56.4 ％
3． 見直すべきではない ･････････ 15.8 ％
4． わからない、無回答 ･････････ 12.4 ％

1． 利用者が少ない鉄道を残す必要はないから ･････････ 7.7 ％
2． バスや車などの代替交通で役割を果たせるから ･････････ 33.9 ％
3． 利用者の多い都市部に経営資源を集中させるべきだから ･････････ 4.2 ％
4． 今のままではＪＲ北海道が破綻するから ･････････ 45.3 ％
5． その他 ･････････ 1.0 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 7.9 ％

1． 自分の生活が不便になるから ･････････ 8.5 ％
2． 地域の衰退につながるから ･････････ 37.3 ％
3． 観光が不便になるなど、北海道全体に影響が出るから ･････････ 24.1 ％
4． ＪＲの経営努力で路線を維持できるから ･････････ 21.7 ％
5． その他 ･････････ 0.5 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 8.0 ％

第２問
去年１１月、ＪＲ北海道は、北海道内の全路線の半分にあたる1,200キロについて、「ＪＲ単独では維持が
困難だ」として路線見直しに着手すると発表しました。あなたは、路線の見直しについてどう思います
か。
次の３つの中から１つお答えください。

北海道　路線見直しに関する意識調査　　　単純集計結果

第１問
あなたはふだん、ＪＲ北海道をどの程度利用していますか。
次に読み上げる５つの中から、１つ選んでお答えください。

第３問　〔第２問で１または２の人に〕
「見直すべきだ」、または「見直しはやむを得ない」とお考えになる理由は何でしょうか。
あなたのお気持ちに最も近いものを、次の４つの中から１つお答えください。
（分母＝960人）

第４問　〔第２問で３の人に〕
「見直すべきではない」とお考えになる理由は何でしょうか。
あなたのお気持ちに最も近いものを、次の４つの中から１つお答えください。
（分母＝212人）
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1． 大きな影響がある ･････････ 5.6 ％
2． ある程度影響がある ･････････ 20.3 ％
3． あまり影響はない ･････････ 27.9 ％
4． ほとんど影響はない ･････････ 41.3 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 4.9 ％

1． ＪＲ ･････････ 10.2 ％
2． 国 ･････････ 20.7 ％
3． 北海道庁 ･････････ 13.5 ％
4． 沿線自治体 ･････････ 17.3 ％
5． 利用者 ･････････ 22.3 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 15.8 ％

1． ＪＲ ･････････ 11.4 ％
2． 国 ･････････ 41.9 ％
3． 北海道庁 ･････････ 13.2 ％
4． 沿線自治体 ･････････ 9.0 ％
5． 値上げなどを通じた利用者負担 ･････････ 9.1 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 15.4 ％

1． 受け入れてもよい ･････････ 59.3 ％
2． 受け入れられない ･････････ 27.2 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 13.5 ％

1． 受け入れてもよい ･････････ 49.8 ％
2． 受け入れられない ･････････ 33.9 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 16.4 ％

第７問
ＪＲは、「路線を維持するには地元などの費用負担が必要だ」としています。
あなたは、路線を維持するための費用を、誰が主に負担すべきだと思いますか。
次の５つの中から１つお答えください。

第８問Ａ
採算の厳しい路線を維持するために、あなたはどんなことなら受け入れてもよいと思いますか。
次に読み上げる１つ１つについて、「受け入れてもよい」か「受け入れられない」かをお答えください。

運賃の値上げ

第８問Ｂ
列車の本数が大幅に減る

第５問
ＪＲ北海道の路線がなくなると、あなたの生活や仕事にどの程度影響がありますか。
次の４つの中から１つお答えください。

第６問
あなたは、どの路線を維持するのかを、誰が中心になって選ぶべきだと思いますか。
次の５つの中から１つお答えください。
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1． 受け入れてもよい ･････････ 44.7 ％
2． 受け入れられない ･････････ 39.2 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 16.1 ％

1． 受け入れてもよい ･････････ 32.7 ％
2． 受け入れられない ･････････ 46.8 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 20.6 ％

1． とても良かった ･････････ 2.7 ％
2． まあ良かった ･････････ 18.1 ％
3． あまり良くなかった ･････････ 35.4 ％
4． まったく良くなかった ･････････ 29.2 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 14.6 ％

1． ＪＲによるいっそうの経営効率化 ･････････ 9.6 ％
2． ほかのＪＲとの合併 ･････････ 24.0 ％
3． 経営安定基金の積み増しなど国の支援 ･････････ 30.9 ％
4． 道や沿線自治体による財政支援 ･････････ 12.1 ％
5． ガソリン税など、他の財源を活用した支援 ･････････ 6.7 ％
6． その他 ･････････ 1.3 ％
7． わからない、無回答 ･････････ 15.5 ％

1． 買い物や通院など日常の利用に役立つこと ･････････ 21.0 ％
2． 都市と都市の間の長距離移動に役立つこと ･････････ 15.3 ％
3． 観光客を増やすための交通網の維持 ･････････ 13.5 ％
4． 人口減少時代に即した持続可能な交通体系づくり ･････････ 36.8 ％
5． その他 ･････････ 0.5 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 12.9 ％

第１１問
あなたは、これからの北海道の公共交通は、何を重視して整備すべきだと思いますか。
次の４つの中から１つお答えください。

第１０問
ＪＲ北海道は、このままでは「３年後に資金不足に陥りかねない」としています。
ＪＲの経営を改善するために、路線見直しのほかに、何が必要だと思いますか。
次の５つの中から１つお答えください。

第８問Ｃ
駅の数が大幅に減る

第８問Ｄ
定時運行が難しくなる

第９問
国は３０年前、国鉄を分割し、民営化しました。この時、北海道は本州と分けられ、別の会社になりまし
たが、その分割の仕方は良かったと思いますか。
次の４つの中から１つお答えください。
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1． 男性 ･････････ 40.6 ％
2． 女性 ･････････ 59.4 ％

1． 10代 ･････････ 0.4 ％
2． 20代 ･････････ 0.9 ％
3． 30代 ･････････ 3.1 ％
4． 40代 ･････････ 9.6 ％
5． 50代 ･････････ 11.7 ％
6． 60代 ･････････ 24.9 ％
7． 70歳以上 ･････････ 43.4 ％
8． 無回答 ･････････ 6.1 ％

1． 男性18～39歳 ･････････ 2.0 ％
2． 男性40代 ･････････ 4.4 ％
3． 男性50代 ･････････ 4.9 ％
4． 男性60代 ･････････ 9.7 ％
5． 男性70歳以上 ･････････ 17.6 ％
6． 女性18～39歳 ･････････ 2.4 ％
7． 女性40代 ･････････ 5.2 ％
8． 女性50代 ･････････ 6.8 ％
9． 女性60代 ･････････ 15.2 ％

10． 女性70歳以上 ･････････ 25.8 ％
11． 無回答 ･････････ 6.1 ％

1． 農林漁業 ･････････ 3.3 ％
2． 自営業 ･････････ 6.7 ％
3． 勤め人 ･････････ 19.2 ％
4． 主婦 ･････････ 20.9 ％
5． 学生 ･････････ 0.9 ％
6． 無職 ･････････ 43.3 ％
7． その他、無回答 ･････････ 5.8 ％

1． 沿線自治体 ･････････ 28.6 ％
2． 沿線以外 ･････････ 64.5 ％
3． 無回答 ･････････ 6.9 ％

1． 人口100万以上の市 ･････････ 30.4 ％
2． 人口30万以上の市 ･････････ 6.1 ％
3． 人口10万～30万未満の市 ･････････ 19.9 ％
4． 人口5 万～10万未満の市町村 ･････････ 8.6 ％
5． 人口5 万未満の市町村 ･････････ 28.1 ％
6． 無回答 ･････････ 6.9 ％

都市規模

性別

年層

性・年層

職業

地域
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