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2022/7/19 北海道議会民主・道民連合 

 

２０２３年度に係る国費予算等への要望・提言 

 

タイトルの●は重点項目 

【厚生労働省】 

１．デジタル化の推進について（再掲） 

           【内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、デジタル庁】 

活力ある未来社会を目指す北海道 Society5.0 の実現に向けて、ＩＣＴやＡＩなどの未

来技術の活用が必要である。本道の基幹産業である農林水産業や観光、建設業などの各

種産業のほか、医療、教育、交通など道民の暮らしに関わる幅広い分野におけるデジタ

ル化の取り組みに対する必要な支援を講ずること。特に広域分散型である本道にとって、

５Ｇなどの無線通信システムや光ファイバなどの情報通信基盤整備は、一部未整備地域

が数多く存在することから、災害対策の観点からも、基盤整備に係る支援の強化・充実

を図ること。 

 

●２，地域医療確保と医師・看護、介護職員の養成・確保について 

【財務省、文部科学省、厚生労働省】 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地域における医療供給体制や保健所

機能の脆弱性が顕在化した。地域医療構想を進める上では、本道の特殊性や感染症対

策にも考慮すること。 

また、高齢者福祉施設や障がい者支援施設、あるいは児童福祉施設との連携にも多く

の課題を残した。とりわけ深刻である人材不足に対しては、医師をはじめとする医療従

事者の確保や偏在解消に向け、充分な財源を確保すること。併せて、保健所体制の機能

強化に向けて、保健師の増員を図ること。 

（２）また、介護人材や保育人材の確保に向けて、処遇改善加算の充実、離職防止のため

の処遇改善を図るとともに、労働環境の改善や資質向上などの充実を図ること。 

 

●３．感染症拡大防止対策の充実・強化について【内閣府、厚生労働省】 

（１）新型コロナウイルス感染症は、新たな変異株が発生するなど、今後も長期化が予想

されることから、レベル分類の運用や重点措置適用の明確化を早期に行うこと。 

（２）新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見えない中、これまでの実績をしっかり検

証し、今後のコロナ対策や新たな新興感染症等を見据えた体制の再構築が極めて重要

と考える。感染拡大による保健所の負担軽減、感染者の早期発見と早期介入の仕組み

づくり、感染拡大時における地域の医療体制への確保に必要な財源措置の更なる充実

を図ること。 
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４．少子化対策及び子どもの貧困対策の拡充・強化について【内閣府、文部科学省、厚生労働省】 

人口減少問題を克服するためには、医療、福祉、経済と雇用政策など関連する政策分

野を総動員して、少子化対策や社会全体での切れ目のない子育て支援の拡充、子どもの

貧困対策の強化を図るとともに、安心して子どもを生み育てるため取り組みを進める必

要がある。少子化対策及び子どもの貧困対策への財政措置の充実と男女の働き方改革を

強力に推進すること。さらに子ども・子育て支援制度の円滑な実施に向けた財源や人材

の確保、子育てに関する費用など経済的負担を軽減する措置を講じること。 

 

５．ケアラー・ヤングケアラーへの支援について【文部科学省、厚生労働省】 

無償で家族の介護等を行うケアラー・ヤングケアラーの社会的認知度の向上と支援を

推進するため、実態調査等により顕在化した新たな課題にも対応できるよう、介護事業

所等の関係機関との連携のもと、地方公共団体が地域の実情に応じた取り組みが可能と

なる支援制度を講じること。 

 

【内閣府】 

１．感染症拡大防止対策の充実・強化について（再掲）【内閣府、厚生労働省】 

（１）新型コロナウイルス感染症は、新たな変異株が発生するなど、今後も長期化が予想

されることから、レベル分類の運用や重点措置適用の明確化を早期に行うこと。 

（２）新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見えない中、これまでの実績をしっかり検

証し、今後のコロナ対策や新たな新興感染症等を見据えた体制の再構築が極めて重要

と考える。感染拡大による保健所の負担軽減、感染者の早期発見と早期介入の仕組み

づくり、感染拡大時における地域の医療体制への確保に必要な財源措置の更なる充実

を図ること。 

 

２．少子化対策及び子どもの貧困対策の拡充・強化について（再掲） 

【内閣府、文部科学省、厚生労働省】 

人口減少問題を克服するためには、医療、福祉、経済と雇用政策など関連する政策分

野を総動員して、少子化対策や社会全体での切れ目のない子育て支援の拡充、子どもの

貧困対策の強化を図るとともに、安心して子どもを生み育てるため取り組みを進める必

要がある。少子化対策及び子どもの貧困対策への財政措置の充実と男女の働き方改革を

強力に推進すること。さらに子ども・子育て支援制度の円滑な実施に向けた財源や人材

の確保、子育てに関する費用など経済的負担を軽減する措置を講じること。 
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３．デジタル化の推進について（再掲） 

           【内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、デジタル庁】 

活力ある未来社会を目指す北海道 Society5.0 の実現に向けて、ＩＣＴやＡＩなどの未

来技術の活用が必要である。本道の基幹産業である農林水産業や観光、建設業などの各

種産業のほか、医療、教育、交通など道民の暮らしに関わる幅広い分野におけるデジタ

ル化の取り組みに対する必要な支援を講ずること。特に広域分散型である本道にとって、

５Ｇなどの無線通信システムや光ファイバなどの情報通信基盤整備は、一部未整備地域

が数多く存在することから、災害対策の観点からも、基盤整備に係る支援の強化・充実

を図ること。 

 

４．本道の優位性を活かした企業立地の促進について（再掲） 

                   【内閣府、総務省、財務省、経済産業省、環境省、デジタル庁】 

（１）本道経済の活性化に向けては、豊富な再生可能エネルギーや冷涼な気候といった地

域の優位性を活かした企業誘致やインフラ整備を促進させる必要がある。企業のリス

ク分散を促進させるため、設備投資に対する大型助成や税制の拡充などを図ること。 

（２）首都圏企業の地方への本社機能移転や新しい働き方改革の推進の動きが広がってい

る中で、今後とも、本州との同時被災リスクの低さや豊かな自然、食といった本道の

優位性を活かした拠点分散などの本道への企業の誘致に対する支援を継続すること。 

 

５．地方創生・分権改革について【内閣官房、内閣府、総務省】 

（１）地方公共団体が継続的かつ主体的に地方創生に取り組めるよう地方創生推進交付金

や拠点整備交付金については、必要額を継続的に確保するとともに、採択要件の緩和

や対象経費等の拡大など、より弾力的で柔軟な運用を図ること。 

（２）コロナ禍を契機として、国と地方の役割分担の見直しの機運が高まっている。地方

分権改革の観点から、地方の声を十分反映しつつ、国から地方への事務・権限、財源

の移譲を一体的に進めるとともに、円滑に事務・権限が移譲されるための措置を講じ

ること。 

 

６．エネルギー政策の推進について（再掲）【内閣府、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省】 

（１）泊原発の再稼働に関する地元同意ついては、周辺（UPZ 圏内）自治体からの意見を尊

重し、国による具体的な手続きの検討に、しっかりと反映すること。 

（２）高レベル放射性廃棄物最終処分場選定については、市町村の発意を主とする現在の

選定プロセスは、最適な処分地を選定するという観点で課題があることから、都道府

県や周辺自治体はもとより、広く住民に丁寧に説明し、理解を得るなど選定プロセス

を見直すこと。 
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（３）再生可能エネルギーの積極的な導入及び推進、エネルギーの地産地消と地域経済の

好循環・活性化を進めるとともに、再エネ・省エネ産業における雇用の拡大に向けて

所要の支援を講じること。 

 

７．防災・減災対策の推進ついて【内閣府、総務省、財務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省】 

（１）大規模地震をはじめ、近年、頻発する豪雨や暴風雪などの自然災害は、いつ、どの

地域で発生してもおかしくなく、こうした災害から道民の生命や財産を守り、地域特

性に配慮した防災・減災対策を着実に進めるため、必要な予算を安定的に確保すると

ともに、地方負担の軽減を図ること。 

（２）特に日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定の公表を踏まえ、太平洋沿岸を

はじめとする地震・津波への防災対策や積雪寒冷等の地域特性に配慮した施策の推進

に対する財政措置を講ずること。 

（３）関係機関間の連携体制強化を図り、災害時における空路や鉄路、道路網を確保する

ため、必要な財源を確保すること。 

 

８．アイヌの方々に対する総合的な施策の推進について【内閣府、外務省、文部科学省、国土交通省】 

北海道では、アイヌ施策推進法の施行等を踏まえ、「北海道アイヌ政策推進方策」を

策定し、国や市町村と連携してアイヌ政策に取り組んでいるが、先住民族であるアイヌ

の方々の誇りが尊重され共生社会を実現するためには、国が主体となって総合的なアイ

ヌ施策を推進する必要がある。よってアイヌ施策推進法の主旨を踏まえた国民に対する

正しい理解の促進とアイヌ施策推進交付金予算の十分な確保及び柔軟な制度運用を図る

こと。 

 

●９．北方領土の早期返還について【内閣府、外務省、文部科学省、国土交通省】 

ロシアのウクライナ侵攻に伴う経済制裁に反発して、今年３月にロシアが一方的に、

平和条約交渉の中断やビザなし交流等の停止、共同経済活動に関する協議からの離脱を

表明したことは、極めて不当である。こうした情勢の中、我が国固有の領土である北方

領土の一日も早い返還を実現するため、元島民の心情を重く受けとめ、対ロ平和条約交

渉の継続、北方領土返還運動の一層の推進、四島交流等事業の再開、隣接地域の振興対

策の充実・強化を図ること。 

 

【総務省】 

●１．デジタル化の推進について 

           【内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、デジタル庁】 

活力ある未来社会を目指す北海道 Society5.0 の実現に向けて、ＩＣＴやＡＩなどの未

来技術の活用が必要である。本道の基幹産業である農林水産業や観光、建設業などの各
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種産業のほか、医療、教育、交通など道民の暮らしに関わる幅広い分野におけるデジタ

ル化の取り組みに対する必要な支援を講ずること。特に広域分散型である本道にとって、

５Ｇなどの無線通信システムや光ファイバなどの情報通信基盤整備は、一部未整備地域

が数多く存在することから、災害対策の観点からも、基盤整備に係る支援の強化・充実

を図ること。 

 

２．本道の優位性を活かした企業立地の促進について（再掲） 

                   【内閣府、総務省、財務省、経済産業省、環境省、デジタル庁】 

（１）本道経済の活性化に向けては、豊富な再生可能エネルギーや冷涼な気候といった地

域の優位性を活かした企業誘致やインフラ整備を促進させる必要がある。企業のリス

ク分散を促進させるため、設備投資に対する大型助成や税制の拡充などを図ること。 

（２）首都圏企業の地方への本社機能移転や新しい働き方改革の推進の動きが広がってい

る中で、今後とも、本州との同時被災リスクの低さや豊かな自然、食といった本道の

優位性を活かした拠点分散などの本道への企業の誘致に対する支援を継続すること。 

 

●３．地方行財政の安定的な運営について【総務省】 

（１）全ての地方公共団体が人口構造の変化に対応しつつ、きめ細かく質の高い行政サー

ビスを安定的に提供するためには財政基盤の確立が重要である。持続可能な財政構造

を構築するため、地方交付税をはじめとする必要な一般財源の総額を確保するととも

に、引き続き、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に取り組む

こと。 

（２）なお、この度の「原油価格・物価高騰等総合緊急総合対策」の財源としては新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が活用されたが、生活者及び事業者への

支援は、迅速かつ効果的に実施することが肝要なことから、今後も速やかに対応する

とともに、真に「必要な人に必要な支援が届くよう」地域の実情に応じた柔軟な運用

を可能とすること。 

 

４．地方創生・分権改革について（再掲）【内閣官房、内閣府、総務省】 

（１）地方公共団体が継続的かつ主体的に地方創生に取り組めるよう地方創生推進交付金

や拠点整備交付金については、必要額を継続的に確保するとともに、採択要件の緩和

や対象経費等の拡大など、より弾力的で柔軟な運用を図ること。 

（２）コロナ禍を契機として、国と地方の役割分担の見直しの機運が高まっている。地方

分権改革の観点から、地方の声を十分反映しつつ、国から地方への事務・権限、財源

の移譲を一体的に進めるとともに、円滑に事務・権限が移譲されるための措置を講じ

ること。 
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５．防災・減災対策の推進ついて（再掲） 

【内閣府、総務省、財務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省】 

（１）大規模地震をはじめ、近年、頻発する豪雨や暴風雪などの自然災害は、いつ、どの

地域で発生してもおかしくなく、こうした災害から道民の生命や財産を守り、地域特

性に配慮した防災・減災対策を着実に進めるため、必要な予算を安定的に確保すると

ともに、地方負担の軽減を図ること。 

（２）特に日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定の公表を踏まえ、太平洋沿岸を

はじめとする地震・津波への防災対策や積雪寒冷等の地域特性に配慮した施策の推進

に対する財政措置を講ずること。 

（３）関係機関間の連携体制強化を図り、災害時における空路や鉄路、道路網を確保する

ため、必要な財源を確保すること。 

 

６．教育環境の充実について（再掲）【総務省、文部科学省】 

（１）北海道では、子どもたちに必要な資質・能力の育成を目指し、複雑化・多様化する

教育課題に取り組んでいるが、広域分散型で小規模な学校が多い地域特性に対応した

施策の充実、教育環境の整備、ＩＣＴを活用した学びの確保が必要である。学校にお

ける感染対策や教育活動継続のための財政措置を講じるととともに、ひとり親世帯な

どへの経済的・社会的支援を拡充すること。 

（２）また、家庭の経済格差が教育機会の格差を生まないよう、全ての教育に係る費用の

無償化を行うこと。加えて、児童虐待・いじめ、自殺問題に真摯に向き合い、相談体

制の充実など子ども一人ひとりに応じた支援の強化とこれに伴う財政措置を拡充する

こと。 

（３）希望する子どもたちが障がいの有無に関わらず、同じ場所で共に学ぶことを追求し、

インクルーシブ教育、学校のバリアフリー化を推進するとともに、教職員の長時間労

働の是正、非正規教職員の抜本的処遇改善など労働環境の改善を図ること。 

 

【経済産業省】 

１．デジタル化の推進について（再掲） 

           【内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、デジタル庁】 

活力ある未来社会を目指す北海道 Society5.0 の実現に向けて、ＩＣＴやＡＩなどの未

来技術の活用が必要である。本道の基幹産業である農林水産業や観光、建設業などの各

種産業のほか、医療、教育、交通など道民の暮らしに関わる幅広い分野におけるデジタ

ル化の取り組みに対する必要な支援を講ずること。特に広域分散型である本道にとって、

５Ｇなどの無線通信システムや光ファイバなどの情報通信基盤整備は、一部未整備地域

が数多く存在することから、災害対策の観点からも、基盤整備に係る支援の強化・充実

を図ること。 

 



- 7 - 

２．本道の優位性を活かした企業立地の促進について 

                   【内閣府、総務省、財務省、経済産業省、環境省、デジタル庁】 

（１）本道経済の活性化に向けては、豊富な再生可能エネルギーや冷涼な気候といった地

域の優位性を活かした企業誘致やインフラ整備を促進させる必要がある。企業のリス

ク分散を促進させるため、設備投資に対する大型助成や税制の拡充などを図ること。 

（２）首都圏企業の地方への本社機能移転や新しい働き方改革の推進の動きが広がってい

る中で、今後とも、本州との同時被災リスクの低さや豊かな自然、食といった本道の

優位性を活かした拠点分散などの本道への企業の誘致に対する支援を継続すること。 

 

●３．中小・小規模企業の振興について【経済産業省】 

（１）本道の企業のうち圧倒的な割合（99.8％）を占める中小・小規模企業は、地域の経

済及び雇用を支える重要な担い手である。コロナ禍において危機的状況にある事業者

への事業継続・雇用維持のための切れ目ない柔軟な支援を一層強化すること。 

（２）一方で原油価格や原材料の高騰で業績悪化が大いに懸念されるところ。この度の緊

急避難的な経済対策で終わることなく、長期化に備えて、道民が日々の生活に窮する

ことがないよう、継続した財政支援を講じること。また、道内における冬期間の灯油

高や電気料金の負担増などの地域性を考慮すること。 

 

●４．北海道観光の再構築について【経済産業省】 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、深刻な影響を受けた観光産業は、外

部要因に特に影響を受けやすいことが顕在化したことから、関連する全ての事業者の

事業継続に対する直接的な支援等を創設すること。 

（２）新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ観光需要が回復するまで、国の責任に

おいて「Go toトラベル」の早期再開と継続を図ること。 

（３）コロナ禍により激減したインバウンドの回復には、中長期的な取り組みが必要であ

り、同時並行的に、観光資源の付加価値化・ブランド化の促進や観光圏の開発など観

光環境の変革に資する施策の推進も重要であることから、所要の予算の確保及び支援

を図かること。 

（４）広域に点在する各地域の観光資源を活かしたメニュー開発や地域間連携、利便性向

上を図るための交通網の整備やデジタル化に向けた支援を行うこと。 

 

５．エネルギー政策の推進について【内閣府、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省】 

（１）泊原発の再稼働に関する地元同意ついては、周辺（UPZ 圏内）自治体からの意見を尊

重し、国による具体的な手続きの検討に、しっかりと反映すること。 
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（２）高レベル放射性廃棄物最終処分場選定については、市町村の発意を主とする現在の

選定プロセスは、最適な処分地を選定するという観点で課題があることから、都道府

県や周辺自治体はもとより、広く住民に丁寧に説明し、理解を得るなど選定プロセス

を見直すこと。 

（３）再生可能エネルギーの積極的な導入及び推進、エネルギーの地産地消と地域経済の

好循環・活性化を進めるとともに、再エネ・省エネ産業における雇用の拡大に向けて

所要の支援を講じること。 

 

６．鳥獣対策の推進について（再掲）【厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省】 

近年、道内では、市街地へのヒグマや鹿の出没が相次ぎ、人身や農業被害が増加して

いる。出没防止や専門性をもった担い手確保のため、全額国庫補助による支援制度を創

設すること。また、国や地方自治体、ハンターなどの役割・責任を明確化し、対策に要

する財政支援を行うこと。 

 

【国土交通省】 

１．デジタル化の推進について（再掲） 

           【内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、デジタル庁】 

活力ある未来社会を目指す北海道 Society5.0 の実現に向けて、ＩＣＴやＡＩなどの未

来技術の活用が必要である。本道の基幹産業である農林水産業や観光、建設業などの各

種産業のほか、医療、教育、交通など道民の暮らしに関わる幅広い分野におけるデジタ

ル化の取り組みに対する必要な支援を講ずること。特に広域分散型である本道にとって、

５Ｇなどの無線通信システムや光ファイバなどの情報通信基盤整備は、一部未整備地域

が数多く存在することから、災害対策の観点からも、基盤整備に係る支援の強化・充実

を図ること。 

 

２．エネルギー政策の推進について（再掲）【内閣府、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省】 

（１）泊原発の再稼働に関する地元同意ついては、周辺（UPZ 圏内）自治体からの意見を尊

重し、国による具体的な手続きの検討に、しっかりと反映すること。 

（２）高レベル放射性廃棄物最終処分場選定については、市町村の発意を主とする現在の

選定プロセスは、最適な処分地を選定するという観点で課題があることから、都道府

県や周辺自治体はもとより、広く住民に丁寧に説明し、理解を得るなど選定プロセス

を見直すこと。 

（３）再生可能エネルギーの積極的な導入及び推進、エネルギーの地産地消と地域経済の

好循環・活性化を進めるとともに、再エネ・省エネ産業における雇用の拡大に向けて

所要の支援を講じること。 

 



- 9 - 

●３．交通政策の推進ついて【国土交通省】 

（１）本道における地域公共交通ネットワークの維持・確保は、過疎化や少子化による利

用者の減少、乗務員の高齢化や担い手不足、燃油を始めとした経費の高騰などにより

極めて厳しい経営状況にある。交通事業者の意見を十分踏まえ、支援内容の充実・強

化を図ること。 

（２）JR 北海道の経営自立に向け、国における支援を着実に実施すること。また、令和 6

年度（2024）以降の支援については、本道の鉄道が持つ社会的利便性や価値を尊重し

つつ、検討を進め、早期に示すこと。 

（３）新千歳空港アクセス鉄道の抜本的改良や都市間輸送の強化など JR 北海道の収益基盤

を確立する取り組みへの支援措置を講じること。 

（４）令和 2 年から道内空港の管理運営を北海道エアポート株式会社へ委託したが、新型

コロナウイルス感染症の影響により、当初の事業計画からは大きな差異が生じてい

る。道内航空ネットワークの充実・強化は、本道の経済や観光に不可欠なことから、

運営会社の安定的な経営がなされるよう、支援を講じること。 

 

４．防災・減災対策の推進について（再掲） 

【内閣府、総務省、財務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省】 

（１）大規模地震をはじめ、近年、頻発する豪雨や暴風雪などの自然災害は、いつ、どの

地域で発生してもおかしくなく、こうした災害から道民の生命や財産を守り、地域特

性に配慮した防災・減災対策を着実に進めるため、必要な予算を安定的に確保すると

ともに、地方負担の軽減を図ること。 

（２）特に日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定の公表を踏まえ、太平洋沿岸を

はじめとする地震・津波への防災対策や積雪寒冷等の地域特性に配慮した施策の推進

に対する財政措置を講ずること。 

（３）関係機関間の連携体制強化を図り、災害時における空路や鉄路、道路網を確保する

ため、必要な財源を確保すること。 

 

５．農業・農村の振興について（再掲）【農林水産省、国土交通省】 

（１）燃油、原材料費並びに肥料、飼料の高騰により農業をはじめとする本道の基幹産業

である第一次産業は、大きな打撃を受けている。各事業者の深刻な状況を緩和する対

策を継続的に講じること。 

（２）農業の生産力・競争力の強化や農村地域の強靭化に不可欠な農業農村整備を着実に

進めるため、当初予算をはじめ必要な予算総額を安定的に確保すること。 

（３）持続可能な食料システムの構築に向けて、グリーンな栽培体系の普及・定着や有機

農業の推進、スマート農業の社会実装の加速化など農業分野における脱炭素化の推進

に必要な技術の開発及び導入支援を行うとともに、必要な予算を確保すること。 
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（４）農業経営を担う多様な担い手を育成・確保するための経営継承の取り組みや農業教

育機関等への支援を充実すること。 

（５）競争力強化に偏った「農業・農協改革」、「米政策改革」、「酪農制度改革」など

現場の声を無視した農政を是正すること。とりわけ水田活用の直接支払交付金の見直

しについては、生産現場から異論が相次いでおり、地域農業の存続にも関わる重大な

問題であることから、今後の検証経過等を十分踏まえ、慎重を期すこと。 

（６）農家販売価格の生産費割れを補う戸別所得補償制度を復活・法制化し、生産性の向

上となる農業基盤整備事業を継続すること。 

 

６．水産業の振興について（再掲）【農林水産省、環境省、外務省、国土交通省】 

（１）昨年発生した道東沿岸を中心とした赤潮については、今後も想定されることから、

発生原因の早期究明や対策、また資源が回復するまでの間、複数年にわたる支援策や

地方公共団体に対して、国費による十分な財政支援措置を講じること。 

（２）国際社会に対して漁業資源の保全を訴えるとともに、資源激減の要因を調査究明し、

資源回復に取り組むこと。 

（３）ロシアとの漁業協定については状況を注視し、影響緩和対策を総合的に実施するこ

と。 

（４）良質な水産資源の安定供給に向けて、衛生管理対策や施設の長寿命化、防災・減災

対策などの水産基盤整備事業等の計画的な推進に必要な予算を確保すること。 

 

７．森林・林業・木材産業の振興について（再掲）【総務省、農林水産省、国土交通省】 

（１）森林資源の循環利用を目指すとともに、森林吸収量の確保に向け「伐ったら植える」

の遵守や間伐、森林施業の基盤となる路網整備、北海道胆振東部地震の被災森林など

の復旧に必要な予算を安定的に確保すること。 

（２）持続可能な林業経営に向けて、作業の省力化のための機械の開発・普及、森林内に

おける通信環境の整備などスマート林業の推進による効率的な施業を充実・強化する

こと。 

（３）「ウッドショック」に伴う道産建築材の供給拡大について、公共建築物の木造化の

推進、ＣＬＴ（直交集成材）の活用、道産木材の安定供給体制の構築や利用拡大への

取り組みを充実・強化すること。 

（４）森林づくりを担う人材を確保・育成する「道立北の森づくり専門学院」の生徒が安

心して修学に専念できるための財政的支援を行うこと。 

 

８．アイヌの方々に対する総合的な施策の推進について（再掲） 

【内閣府、外務省、文部科学省、国土交通省】 

北海道では、アイヌ施策推進法の施行等を踏まえ、「北海道アイヌ政策推進方策」を

策定し、国や市町村と連携してアイヌ政策に取り組んでいるが、先住民族であるアイヌ
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の方々の誇りが尊重され共生社会を実現するためには、国が主体となって総合的なアイ

ヌ施策を推進する必要がある。よってアイヌ施策推進法の主旨を踏まえた国民に対する

正しい理解の促進とアイヌ施策推進交付金予算の十分な確保及び柔軟な制度運用を図る

こと。 

 

９．北方領土の早期返還について（再掲）【内閣府、外務省、文部科学省、国土交通省】 

ロシアのウクライナ侵攻に伴う経済制裁に反発して、今年３月にロシアが一方的に、

平和条約交渉の中断やビザなし交流等の停止、共同経済活動に関する協議からの離脱を

表明したことは、極めて不当である。こうした情勢の中、我が国固有の領土である北方

領土の一日も早い返還を実現するため、元島民の心情を重く受けとめ、対ロ平和条約交

渉の継続、北方領土返還運動の一層の推進、四島交流等事業の再開、隣接地域の振興対

策の充実・強化を図ること。 

 

【農林水産省】 

１．防災・減災対策の推進ついて（再掲） 

【内閣府、総務省、財務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省】 

（１）大規模地震をはじめ、近年、頻発する豪雨や暴風雪などの自然災害は、いつ、どの

地域で発生してもおかしくなく、こうした災害から道民の生命や財産を守り、地域特

性に配慮した防災・減災対策を着実に進めるため、必要な予算を安定的に確保すると

ともに、地方負担の軽減を図ること。 

（２）特に日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定の公表を踏まえ、太平洋沿岸を

はじめとする地震・津波への防災対策や積雪寒冷等の地域特性に配慮した施策の推進

に対する財政措置を講ずること。 

（３）関係機関間の連携体制強化を図り、災害時における空路や鉄路、道路網を確保する

ため、必要な財源を確保すること。 

 

２．農業・農村の振興について【農林水産省、国土交通省】 

（１）燃油、原材料費並びに肥料、飼料の高騰により農業をはじめとする本道の基幹産業

である第一次産業は、大きな打撃を受けている。各事業者の深刻な状況を緩和する対

策を継続的に講じること。 

（２）農業の生産力・競争力の強化や農村地域の強靭化に不可欠な農業農村整備を着実に

進めるため、当初予算をはじめ必要な予算総額を安定的に確保すること。 

（３）持続可能な食料システムの構築に向けて、グリーンな栽培体系の普及・定着や有機

農業の推進、スマート農業の社会実装の加速化など農業分野における脱炭素化の推進

に必要な技術の開発及び導入支援を行うとともに、必要な予算を確保すること。 

（４）農業経営を担う多様な担い手を育成・確保するための経営継承の取り組みや農業教

育機関等への支援を充実すること。 
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（５）競争力強化に偏った「農業・農協改革」、「米政策改革」、「酪農制度改革」など

現場の声を無視した農政を是正すること。とりわけ水田活用の直接支払交付金の見直

しについては、生産現場から異論が相次いでおり、地域農業の存続にも関わる重大な

問題であることから、今後の検証経過等を十分踏まえ、慎重を期すこと。 

（６）農家販売価格の生産費割れを補う戸別所得補償制度を復活・法制化し、生産性の向

上となる農業基盤整備事業を継続すること。 

 

３．水産業の振興について【農林水産省、環境省、外務省、国土交通省】 

（１）昨年発生した道東沿岸を中心とした赤潮については、今後も想定されることから、

発生原因の早期究明や対策、また資源が回復するまでの間、複数年にわたる支援策や

地方公共団体に対して、国費による十分な財政支援措置を講じること。 

（２）国際社会に対して漁業資源の保全を訴えるとともに、資源激減の要因を調査究明し、

資源回復に取り組むこと。 

（３）ロシアとの漁業協定については状況を注視し、影響緩和対策を総合的に実施するこ

と。 

（４）良質な水産資源の安定供給に向けて、衛生管理対策や施設の長寿命化、防災・減災

対策などの水産基盤整備事業等の計画的な推進に必要な予算を確保すること。 

 

●４．森林・林業・木材産業の振興について【総務省、農林水産省、国土交通省】 

（１）森林資源の循環利用を目指すとともに、森林吸収量の確保に向け「伐ったら植える」

の遵守や間伐、森林施業の基盤となる路網整備、北海道胆振東部地震の被災森林など

の復旧に必要な予算を安定的に確保すること。 

（２）持続可能な林業経営に向けて、作業の省力化のための機械の開発・普及、森林内に

おける通信環境の整備などスマート林業の推進による効率的な施業を充実・強化する

こと。 

（３）「ウッドショック」に伴う道産建築材の供給拡大について、公共建築物の木造化の

推進、ＣＬＴ（直交集成材）の活用、道産木材の安定供給体制の構築や利用拡大への

取り組みを充実・強化すること。 

（４）森林づくりを担う人材を確保・育成する「道立北の森づくり専門学院」の生徒が安

心して修学に専念できるための財政的支援を行うこと。 

 

５．鳥獣対策の推進について【厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省】 

近年、道内では、市街地へのヒグマや鹿の出没が相次ぎ、人身や農業被害が増加して

いる。出没防止や専門性をもった担い手確保のため、全額国庫補助による支援制度を創

設すること。また、国や地方自治体、ハンターなどの役割・責任を明確化し、対策に要

する財政支援を行うこと。 
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【文部科学省】 

１．デジタル化の推進について（再掲） 

           【内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、デジタル庁】 

活力ある未来社会を目指す北海道 Society5.0 の実現に向けて、ＩＣＴやＡＩなどの未

来技術の活用が必要である。本道の基幹産業である農林水産業や観光、建設業などの各

種産業のほか、医療、教育、交通など道民の暮らしに関わる幅広い分野におけるデジタ

ル化の取り組みに対する必要な支援を講ずること。特に広域分散型である本道にとって、

５Ｇなどの無線通信システムや光ファイバなどの情報通信基盤整備は、一部未整備地域

が数多く存在することから、災害対策の観点からも、基盤整備に係る支援の強化・充実

を図ること。 

 

２．地域医療確保と医師・看護、介護職員の養成・確保について（再掲） 

【財務省、文部科学省、厚生労働省】 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地域における医療供給体制や保健所

機能の脆弱性が顕在化した。地域医療構想を進める上では、本道の特殊性や感染症対

策にも考慮すること。 

また、高齢者福祉施設や障がい者支援施設、あるいは児童福祉施設との連携にも多く

の課題を残した。とりわけ深刻である人材不足に対しては、医師をはじめとする医療従

事者の確保や偏在解消に向け、充分な財源を確保すること。併せて、保健所体制の機能

強化に向けて、保健師の増員を図ること。 

（２）また、介護人材や保育人材の確保に向けて、処遇改善加算の充実、離職防止のため

の処遇改善を図るとともに、労働環境の改善や資質向上などの充実を図ること。 

 

３．少子化対策及び子どもの貧困対策の拡充・強化について（再掲） 

【内閣府、文部科学省、厚生労働省】 

人口減少問題を克服するためには、医療、福祉、経済と雇用政策など関連する政策分

野を総動員して、少子化対策や社会全体での切れ目のない子育て支援の拡充、子どもの

貧困対策の強化を図るとともに、安心して子どもを生み育てるため取り組みを進める必

要がある。少子化対策及び子どもの貧困対策への財政措置の充実と男女の働き方改革を

強力に推進すること。さらに子ども・子育て支援制度の円滑な実施に向けた財源や人材

の確保、子育てに関する費用など経済的負担を軽減する措置を講じること。 

 

４．防災・減災対策の推進ついて（再掲） 

【内閣府、総務省、財務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省】 

（１）大規模地震をはじめ、近年、頻発する豪雨や暴風雪などの自然災害は、いつ、どの

地域で発生してもおかしくなく、こうした災害から道民の生命や財産を守り、地域特
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性に配慮した防災・減災対策を着実に進めるため、必要な予算を安定的に確保すると

ともに、地方負担の軽減を図ること。 

（２）特に日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定の公表を踏まえ、太平洋沿岸を

はじめとする地震・津波への防災対策や積雪寒冷等の地域特性に配慮した施策の推進

に対する財政措置を講ずること。 

（３）関係機関間の連携体制強化を図り、災害時における空路や鉄路、道路網を確保する

ため、必要な財源を確保すること。 

 

５．アイヌの方々に対する総合的な施策の推進について（再掲） 

【内閣府、外務省、文部科学省、国土交通省】 

北海道では、アイヌ施策推進法の施行等を踏まえ、「北海道アイヌ政策推進方策」を

策定し、国や市町村と連携してアイヌ政策に取り組んでいるが、先住民族であるアイヌ

の方々の誇りが尊重され共生社会を実現するためには、国が主体となって総合的なアイ

ヌ施策を推進する必要がある。よってアイヌ施策推進法の主旨を踏まえた国民に対する

正しい理解の促進とアイヌ施策推進交付金予算の十分な確保及び柔軟な制度運用を図る

こと。 

 

６．北方領土の早期返還について（再掲）【内閣府、外務省、文部科学省、国土交通省】 

ロシアのウクライナ侵攻に伴う経済制裁に反発して、今年３月にロシアが一方的に、

平和条約交渉の中断やビザなし交流等の停止、共同経済活動に関する協議からの離脱を

表明したことは、極めて不当である。こうした情勢の中、我が国固有の領土である北方

領土の一日も早い返還を実現するため、元島民の心情を重く受けとめ、対ロ平和条約交

渉の継続、北方領土返還運動の一層の推進、四島交流等事業の再開、隣接地域の振興対

策の充実・強化を図ること。 

 

７．ケアラー・ヤングケアラーへの支援について【文部科学省、厚生労働省】 

無償で家族の介護等を行うケアラー・ヤングケアラーの社会的認知度の向上と支援を

推進するため、実態調査等により顕在化した新たな課題にも対応できるよう、介護事業

所等の関係機関との連携のもと、地方公共団体が地域の実情に応じた取り組みが可能と

なる支援制度を講じること。 

 

●８．教育環境の充実について【総務省、文部科学省】 

（１）北海道では、子どもたちに必要な資質・能力の育成を目指し、複雑化・多様化する

教育課題に取り組んでいるが、広域分散型で小規模な学校が多い地域特性に対応した

施策の充実、教育環境の整備、ＩＣＴを活用した学びの確保が必要である。学校にお

ける感染対策や教育活動継続のための財政措置を講じるととともに、ひとり親世帯な

どへの経済的・社会的支援を拡充すること。 
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（２）また、家庭の経済格差が教育機会の格差を生まないよう、全ての教育に係る費用の

無償化を行うこと。加えて、児童虐待・いじめ、自殺問題に真摯に向き合い、相談体

制の充実など子ども一人ひとりに応じた支援の強化とこれに伴う財政措置を拡充する

こと。 

（３）希望する子どもたちが障がいの有無に関わらず、同じ場所で共に学ぶことを追求し、

インクルーシブ教育、学校のバリアフリー化を推進するとともに、教職員の長時間労

働の是正、非正規教職員の抜本的処遇改善など労働環境の改善を図ること。 

 

 

 

                                           以上 


