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午前10時３分開議

○議長小畑保則君 これより本日の会議を開きます。

報告をさせます。

〔松井議事課長朗読〕

１．人事委員会委員長から、議案第３号について意見書の提出がありました。

（上の条例案に対する意見は巻末議案の部に掲載する）

１．本日の会議録署名議員は、

浅 野 貴 博 議員

安 住 太 伸 議員

内 田 尊 之 議員

であります。

１．日程第１、議案第２号ないし第13号及び報告第１号

（質疑並びに一般質問）

○議長小畑保則君 日程第１、議案第２号ないし第13号及び報告第１号を議題とし、これに関す

る質疑並びに道政に関する一般質問を行います。

質疑並びに質問の通告がありますので、順次、発言を許します。

大越農子君。
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○37番大越農子君（登壇・拍手）（発言する者あり）ロシアによるウクライナ侵略などに端を発

する原油・原材料価格等の高騰といった極めて厳しい経済状況を踏まえ、このたび政府が決定し

た総合緊急対策を受け、道では、我が会派からの申入れなども踏まえて、緊急経済対策を取りま

とめました。

そのうち、特に物価高騰の影響を受ける中小・小規模事業者や経済状況が厳しい世帯等への支

援など、速やかな着手が必要な予算については、開会日当日に議決をし、一日も早い支援を可能

としたところであります。

そして、この厳しい経済状況が一過性とは言えないことから、道としても、緊急対応といった

当面の対策ばかりではなく、この先を見据えた中長期的な課題への対応も不可欠であると考えま

す。

我が会派としては、こうした中長期の視点も念頭に、道民や事業者の皆様に対する支援と本道

の進むべき方向性などについて、今定例会の中でしっかりと議論を重ねてまいる考えです。

それでは、私は、自民党・道民会議を代表して、道政上の諸課題などについて、順次、質問し

てまいります。

初めに、ロシアと北海道との関係についてであります。

ロシアによるウクライナへの侵略行為が始まって以来、３か月以上が経過し、特にロシア軍が

支配していた地域での非人道的な犯罪行為が明らかになるにつれ、国際的な非難の声がますます

強まっています。

ロシアは、こうした非難の声に耳を傾けることなく、むしろ極東地域においても軍事活動を活

発化させており、先日は、国後島で大規模な夜間軍事演習が実施され、対岸の道東沿岸部から

も、花火のように夜空を明るくする様子がはっきりと確認できたとのことです。

このようなことをきっかけとして、ロシアの軍事的圧力や脅威を自分たちの身近な問題として

感じる機会が、北方四島やサハリンに隣接する根室管内やオホーツク管内、宗谷管内では特に増

えていると聞きます。

一方で、こうした地域からは、ロシアと北海道が引っ越しのできない間柄であり、長年の住民

同士の交流等を通じて培ってきた隣人としての信頼関係や経済的な結びつきをこれからも大事に

しなければならないとの声も少なくありません。

知事は、こうしたロシアをめぐる最近の状況をどのように受け止めており、これからのロシア

と北海道との関係をどのように考え、対応していく考えなのか、伺います。

次に、経済安全保障と北海道の可能性についてであります。

国は、国際情勢の複雑化等に伴い、経済活動に係る国や国民の安全を害する行為を未然防止す

ることの重要性を踏まえ、先頃、経済安全保障推進法を成立させ、国民の生存や経済活動等に甚

大な影響のある特定重要物資の安定供給確保等を図ることとしましたが、ロシアによるウクライ

ナ侵攻以来、国際的に取引される原油、天然ガスなどのエネルギー資源や、小麦、トウモロコ

シ、さらには肥料といった、国民生活の維持に不可欠な食に関する資源の多くを海外に依存する
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ことの危険性が意識されるようになっています。

国においては、こうした国民生活の基盤となる基礎的な資源の安定確保に向けた一層の取組強

化が求められます。

こうした状況を踏まえたとき、風力といった自然エネルギー賦存量が豊富であり、食料自給率

が高いといった特性を有する北海道は、我が国の経済安全保障に大きく貢献できる可能性があ

り、こうしたことを国全体で再認識し、経済安全保障の観点から、本道に重点的な政策資源の投

入を進めていく必要があると考えます。

知事は、最近の経済安全保障をめぐる動きについて、どのような認識を持っており、そうした

中で、北海道はどのような役割を果たすべきと考えているのか、今後の道の対応も含め、知事の

考えを伺います。

次に、北方四島交流等事業についてであります。

ロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国が実施した経済制裁にロシア政府が反発し、日ロ

平和条約交渉の中断やビザなし交流等の停止を一方的に表明しました。今回のウクライナにおけ

る紛争に全面的に責任のあるロシアがこのような一方的で理不尽な措置を講じたことは言語道断

であり、強く非難されなければなりません。

政府は、ロシアによるウクライナ侵略が続く状況の中で、交流等事業の実施に向けた調整が難

しいことなどから、今年の北方四島交流等事業を、北方墓参も含め、当面見送ることとしまし

た。唯一、可能性が残されていた北方墓参についても当面見送られることとなり、元島民の皆さ

んの心情を思うと、いたたまれません。

知事は、見送りとなった北方墓参の見合いとなる事業を検討する考えを示し、先日の総理要請

でも、そうした事業が円滑に実施できるよう支援を求めてきました。

また、千島連盟では、７月下旬から８月上旬にかけて洋上慰霊を計画し、参加者を募集するな

ど、実施に向けて動き出しています。

元島民の方々の多くが高齢となっていることを考えれば、道として、別途の事業も含め、今

後、北方墓参とどのように関わり、どう向き合っていくのか、しっかりと考えを示す必要がある

と考えますが、見解を伺います。

次に、北方四島安全操業についてであります。

日ロの政府間協定に基づき行われている北方四島周辺水域での日本漁船による安全操業につい

て、今月７日、ロシア外務省が協定の履行を停止するとの声明を一方的に公表したため、地元の

漁業関係者の間で、先行きを不安視する声が広がっています。

安全操業は本道において重要な漁業であり、操業の見通しが立たなければ、影響は計り知れま

せん。

道では、国に対し、安全操業が可能となるよう要請したと承知していますが、このたびの声明

をどのように受け止めているのか、また、こうした状態が続いた場合、関係団体の意向を踏ま

え、どのように対応するのか、伺います。
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次に、観光船の安全対策についてであります。

国では、このたびの知床遊覧船の事故に関する特別監査の結果を踏まえ、昨日、海上運送法に

基づく事業免許の取消処分を行ったほか、小型船舶における今後の安全対策の在り方等を議論す

るため、知床遊覧船事故対策検討委員会を設け、先月から議論が始まりましたが、この委員会の

中では、全国一律とされている現在の安全基準等を、地域の実情に即したものとするよう求める

意見が出されたと聞いています。

寒冷な気候の本道周辺での海難事故を想定し、安全対策の強化を図ることは、当然検討しなけ

ればなりませんが、そのことが事業者の経営を圧迫し、事業休止や撤退といった事態になれば、

本道観光の振興にもマイナスとなることは避けられません。

また、既に、地域では、観光船の運航等に携わる方々が独自の安全対策や情報発信に取り組む

事例も報じられています。

道としては、地域の方々の声を丁寧に把握し、国における対策検討の議論の中で、本道の実情

を踏まえた実効性ある基準や、設備投資に対する支援策等が整備されるよう、地域の意見や実情

に即した提言を行うとともに、地域の方々の安全運航や信頼回復に向けた自主的な取組を支援、

助長する必要もあると考えます。

小型船舶を使用する観光船の安全確保等に向けて、道は今後どのように取り組んでいく考えな

のか、伺います。

次に、観光需要の喚起についてであります。

岸田総理は、一昨日、６月中の感染状況を見極めた上で、改善が確認できれば、７月前半か

ら、地域観光支援について、全国を対象とした観光需要喚起策を実施する考えを示しました。

詳細は今後明らかにされていくものと考えますが、これまで我が会派が求めてきた観光需要喚

起策の実現に向けた具体的な政策対応であり、これまで新型コロナウイルス感染症対策の影響な

どで需要の低迷に苦しんできた観光関連事業者の皆さんにとっては、久々の朗報となりました。

宿泊・飲食業はもとより、交通・運輸業界など、幅広い観光関連産業の活性化に大きく寄与す

ることが期待されます。

知事は、今回の総理の方針発表をどのように受け止めており、今後どのように対応する考えな

のか、伺います。

次に、新型コロナウイルス感染症対策に関し、まず、若年者のワクチン接種についてでありま

す。

本道における新型コロナウイルスによる感染状況を見ると、入院を要するような方々の割合は

比較的落ち着いた状況で推移しているほか、最近では、高止まりしていた新規感染者数も減少傾

向が続いていますが、感染者の多くがワクチン接種の進んでいない若年者に集中しており、今後

は、若年者のワクチン接種促進に重点的に取り組む必要があります。

国は、大型連休後も全国的な感染拡大が見られないことなどを踏まえ、新型コロナウイルスの

水際対策の緩和方針を明らかにするなど、ウイズコロナに向けてかじを切ろうとしていますが、
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本道における感染状況等を踏まえたとき、道内において、ウイズコロナの方向で対処していくこ

とが適切なのかを危惧する声や、このままの傾向で推移すれば、次の感染の波が早く訪れる可能

性があるとする専門家の試算もあり、そうした意味でも、感染抑制に確実な効果が期待できる若

年層へのワクチン接種が急がれます。

道は、これまで様々な形で若年者にワクチン接種を呼びかけてきたにもかかわらず、具体的な

行動に十分に結びついていない現状を直視し、これまでの呼びかけや情報発信のどこに課題があ

るのかを丁寧に分析した上で、若年者の行動変容を確実に促すことのできる効果的な情報発信な

どを工夫していく必要があると考えます。

道は、若年者のワクチン接種促進に向けて、特に情報発信等に今後どう取り組み、新型コロナ

ウイルスの感染抑制を図っていく考えなのか、伺います。

次に、４回目のワクチン接種についてであります。

新規感染者が減少傾向にはありますが、国においては、３回目の接種後、時間の経過とともに

減少する重症化予防効果を回復させるとの科学的知見に基づき、重症化リスクが高い60歳以上の

高齢者と18歳以上の基礎疾患を有する方々等を対象に、３回目接種から５か月が経過した方か

ら、４回目のワクチン接種を先月25日から実施することとしました。

道内でも一部の自治体で接種が始まっており、６月15日現在の道内の接種者は1550人となって

います。

道においても、重症化を予防し、高齢者や基礎疾患のある方が安心して生活を送ることができ

るよう、接種の促進に向け、集団接種会場を活用するなど、市町村への継続した支援が必要と考

えますが、どのように取り組むのか、伺います。

次に、ゼロカーボン北海道に関し、まず、脱炭素先行地域の取組についてであります。

道では、ゼロカーボン北海道の推進に向け、今年３月に地球温暖化対策推進計画を改定し、

2030年度の温室効果ガス削減目標を2013年度比で48％削減するとしたところですが、道民に十分

理解が進んでいないとの調査結果も見られることから、地球温暖化に起因する気候変動等の影響

を最小限にとどめるためには、本計画に基づき、官民が一丸となって、スピード感を持って温室

効果ガスの削減に取り組んでいく必要があります。

本年４月には、2030年度までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを実現するモデル地域として、

国が支援する脱炭素先行地域の第１回選定結果が公表され、道内からは、６件の提案のうち、石

狩市、上士幌町、鹿追町の３件が採択され、ゼロカーボン北海道の実現に向け、弾みをつける大

きな一歩となると期待されます。

48％削減という目標達成に向け、脱炭素先行地域として採択された市や町の取組を全道に波及

させていく必要があります。

また、今後、採択を目指す市町村をはじめ、地域の脱炭素に向けた取組に対し、人材を派遣す

るなど、積極的な支援を行うとともに、先行地域の応募に当たっては、市町村と連携し、道が共

同提案者となることも検討すべきと考えます。
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道は、道内における脱炭素に向けた取組をどのように促進していくのか、伺います。

次に、道有施設の脱炭素化についてであります。

2030年度における温室効果ガス削減目標の達成に向けては、道有施設における照明設備のＬＥ

Ｄ化を計画的に進めるなど、道が率先して積極的に取り組み、その成果を市町村や民間にも波及

させることが必要と考えます。

最近の燃料、電気料金の高騰なども踏まえ、道は、今後どのように対応するのか、伺います。

次に、指定管理者制度の見直しについてであります。

青少年体験活動支援施設―ネイパルの指定管理者選定手続に関する不正行為について、さ

きの定例会での我が会派からの質問に対し、知事からは、10月を目途に、指定手続を定めた運用

方針の改正など、再発防止策を講じる旨の答弁があったところです。

この不正行為に関与した職員の動機や背景を含め、不正行為の全体像について事実関係を解明

するとともに、再発防止策の検討に向けた助言を行うため、道教委が設置した第三者調査委員会

からは、今月10日に中間報告が公表され、指定管理者の公募に係る職員に許される行為の明確化

や、通報窓口の設置が必要といった再発防止に向けた助言などが示されました。

また、知事部局においても、ネイパル以外の指定管理者による施設の選定手続等について、状

況把握を進めているとのことです。

今回のような不正行為が二度と発生しないよう、道教委の第三者調査委員会における議論も踏

まえ、しっかりと制度を見直していくことはもとより重要ですが、チェック機能を厳重なものに

したために、かえって指定管理者制度の趣旨が分かりづらくなり、事務作業だけが煩雑なものに

なるのであれば、本末転倒と言わざるを得ません。

この制度導入の本来の趣旨が生かされるよう、制度の見直しを進める必要があると考えます

が、知事は、どのような方向で指定管理者制度の見直しを進めていく考えなのか、伺います。

また、教育長は、このたび提出のあった第三者調査委員会の中間報告をどのように受け止め、

今後、再発防止に向けてどのように取り組んでいくのか、伺います。

次に、日本海溝・千島海溝沿いの地震対策についてであります。

日本海溝と千島海溝沿いの巨大地震モデルを踏まえた被害想定が昨年12月に公表され、その中

では、冬期間の深夜に日本海溝で巨大地震が発生した場合、本道での津波による死者が最大で約

13万7000人に上るとされるなど、深刻な被害想定が具体的な数値で示され、関係者に改めて大き

な衝撃を与えました。

このような被害想定を踏まえ、道では、各市町村が防災対策を講じていく上で重要な市町村ご

との被害想定の策定に取り組むとともに、これまで国に南海トラフ地震防災対策特措法と同等の

法制度の整備と財政支援の強化を求めてきましたが、去る５月13日に日本海溝・千島海溝地震特

措法改正案が国会で可決成立し、津波からの避難場所や避難経路整備費の補助率が３分の２に引

き上げられることとなりました。今後、具体的な巨大地震対策の検討と対策実施を前に進める大

きな力になるものと考えます。
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しかし、避難タワーや避難路整備等の対策事業費自体が大きく、財政規模の小さな市町村にと

っては、地元負担の大きさが、引き続き、対策実施の大きなハードルとなることが明らかであ

り、他県では、市町村分を県が負担し、整備を後押ししている例もあるとのことです。

今後は、このたびの改正法に基づく国の支援策を最大限活用し、万全の地震・津波対策に一日

も早く取り組む必要がありますが、道は、市町村による取組をどのように支援していく考えなの

か、また、６月中をめどに策定することとしていた被害想定の策定状況はどのようになっている

のか、併せて伺います。

次に、雪害対応に関する検証結果等についてであります。

道は、この春に道央圏を襲った大規模な降雪による鉄道輸送をはじめとする交通障害とその対

応について検証作業を行い、先日の委員会でその結果を報告しましたが、報告書では、ＪＲ北海

道における除雪体制の強化と受援体制の構築、公共交通利用者に対する情報の周知、また、道路

における除排雪対策としては、優先区間の検討や道路管理者間の連携といった様々な課題が明確

になりました。

このたびの検証作業を通じて、雪害対応に関する具体的な課題が明らかになったことは一歩前

進であり、今後は、この検証作業で明らかになった諸課題の解決に一つ一つ道筋をつける具体的

な作業を着実に進め、次の冬までに総合的な対応体制を整える必要があります。

道は、今回の検証結果を踏まえ、道民の暮らしや企業活動はもとより、道外との円滑な人流や

物流を支える公共交通を冬期間においてもしっかりと確保できるよう、今後どのように取り組ん

でいく考えなのか、伺います。

次に、北海道の物流についてであります。

北海道交通・物流連携会議では、本道における安定的、効率的な物流体制の確保に向けた対応

方策等を検討するため、平成30年10月にワーキンググループを設け、検討を重ねてきており、道

は、先日の委員会にその検討結果を報告しています。

報告書の中では、人口減少に伴う担い手不足や輸送需要の季節変動の問題、さらには、新型コ

ロナウイルス感染症の影響や持続可能な社会の実現に向けた取組の広がりなど、多くの課題や環

境変化を踏まえた検討の視点や、具体的な対応方策例が示されていますが、論点が多岐にわた

り、今後どのような基本的な方向性に沿って対応していくのか、必ずしも明確ではありません。

知事は、本道の物流を取り巻く諸課題について、どのような認識を持っており、本道の物流の

安定的な維持に向けて、どのような方向性を持って対応する考えなのか、伺います。

次に、丘珠空港の将来像についてであります。

新型コロナウイルス感染症により、未曽有の影響を受けた世界の航空需要も欧米を中心に回復

しつつある中、少子・高齢化や人口減少に直面する我が国の経済の回復、成長には、インバウン

ド需要の取り込みが必須ですが、道内全域にその効果を行き渡らせるには、新千歳空港のみなら

ず、道内航空ネットワークの拠点を目指す丘珠空港の機能強化が不可欠と考えます。

こうした中、先日、札幌市が公表した丘珠空港の将来像の案では、多様な交流を支える広域交
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通拠点といった将来像の下、道内航空ネットワークの拠点として、道内路線の維持拡大による利

便性向上や、道外との通年運航に伴う交流人口の増加により、札幌、北海道の活力向上を図ると

の考えから、10年後を目指し、現行の1500メートルから1800メートルへの滑走路延伸や運用時間

の拡大といった機能強化に取り組むとしています。

経済界には、2000メートル以上への滑走路延伸など、さらなる機能強化を期待する声があるこ

とや、新千歳空港との役割分担といった今後の検討課題も想定されますが、まずは、今回の将来

像で示された取組が、路線の充実による交流人口、関係人口の確保につながることはもちろん、

道内航空ネットワークの拠点空港を目指すとした北海道航空ネットワークビジョンにおける丘珠

空港の将来展望にも合致する、大変意義あるものとして評価したいと考えます。

知事は、このたび札幌市が公表した丘珠空港の将来像の案をどのように受け止め、今後どのよ

うに対応していくのか、伺います。

次に、ヒグマ対策についてであります。

昨年度は、４月に、厚岸町でヒグマに襲われ、１名が亡くなられた事故に始まり、６月には、

札幌市東区の市街地にヒグマが出没し、住民の方を負傷させ、また、本年３月には、札幌市内の

三角山で冬眠穴の調査に入った専門家が被害に遭うなど、亡くなられた４名を含め、人身被害が

14名と、昭和37年度以降、最多となりました。さらに、家畜が襲われるなど、農業被害も年々増

加しています。

今年度に入っても、４月以降、熊の行動が活発となる季節を迎える中で、札幌市やその周辺で

連続して目撃情報が寄せられ、不安を募らせる住民の方々も少なくないと考えます。

道は、今年度からヒグマ対策室を設置し、体制を整備するとともに、第２期のヒグマ管理計画

をスタートさせ、振興局ごとの実施計画の策定や、人材育成の強化、猟期等の見直しなどを進め

るとしています。

住民の不安を解消するためにも、迅速で適切な情報発信や市街地への出没対策、自治体を超え

た連携などの必要な対策を速やかに実施する必要があると考えますが、道は、管理計画に基づ

き、実効ある対策をどのように進めていくのか、伺います。

次に、2030年冬季オリンピック・パラリンピックについてであります。

札幌市長は、さきに実施した意向調査の結果も踏まえ、本格的に招致活動を進めることを表明

し、市民対話を継続するとともに、ＪＯＣとともにプロモーション委員会を設立し、招致機運の

醸成に向けた手法の検討や開催意義などについて議論を重ねています。

ＩＯＣから開催地決定までのスケジュールが公表されるなど、招致に向けた動きが出ている中

で、札幌市長の決断を尊重し、取組に協力する考えを示された知事は、今後、招致に向けどのよ

うに取り組むのか、伺います。

次に、ケアラー支援についてであります。

本年４月、北海道ケアラー支援条例が施行され、高齢や障がい、病気などを抱える御家族を世

話しているケアラーの方々を個人として尊重、支援される立場とし、本人や家族が孤立しない地
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域社会の実現を目指すこととされました。

昨年度は、中学・高校生などを対象とした実態調査を実施したほか、新年度から、ケアラー、

ヤングケアラーに関する道民理解の促進、早期発見や相談の場の確保、ケアラー支援のための地

域づくりについての取組が始まるとともに、条例に基づく推進計画の策定に向け、新たに小学生

と大学生を対象とした調査も実施すると聞いています。

ケアラー支援に当たっては、家族を介護することは当たり前という見方がある中、ケアラー自

身に自覚がないことや支援を求めることにちゅうちょすること、周囲がケアラー自体について十

分に理解していない場合が見られることから、理解の促進を図ることが何より重要であり、その

ためにも実態の継続的な調査が必要であると考えます。

条例に基づくケアラー支援が実効性ある取組となるよう、ケアラーに対する認識や支援の必要

性などについて、道民の方々の理解が深まるよう、道はどのように取り組んでいくのか、伺いま

す。

次に、地域における医師確保対策についてであります。

本道においては、札幌市や旭川市などの都市部に医師が集中する一方で、ほかの地域では医師

不足が深刻であり、地域医療の確保に向けて、医師の地域偏在の是正が大きな課題となっていま

す。

このため、道では、令和２年３月に医師確保計画を策定し、医師少数区域に対して、医師確保

対策を重点的に講じ、区域間の偏在の是正等を目指すこととしています。

地域偏在解消の重要な施策と位置づけられている医師養成確保修学資金貸付制度、いわゆる地

域枠制度については、各医育大学との連携の下、運用してきていますが、近年は、入学後に希望

者を募る、いわゆる手上げ方式の大学での利用が低迷しており、特に、旭川医科大学について

は、令和２年度以降、利用のない状況が続いているほか、入学定員の中に地域枠を設けている札

幌医科大学でも、今年度は、15名の定員に対し、入学者が１名にとどまっています。

今後も利用者の低迷が続くと、地域で働く医師の減少、ひいては、地域医療の確保に大きな支

障が生ずることが懸念されます。

本道における医師の確保と地域偏在の是正に向け、地域枠制度を安定的に運用していくことは

もとより、より効果的な制度となるよう在り方を検討すべきと考えますが、道はどのように取り

組んでいく考えなのか、伺います。

次に、気候変動を踏まえた海岸保全施設の整備等についてであります。

地球温暖化への対応が世界規模の課題となっている中、我が国においては、毎年のように全国

各地で集中豪雨などによる水害や土砂災害が発生し、その被害は、年々、激甚化、頻発化してい

るところであり、道内においても、平成28年８月の連続台風や平成30年の豪雨により、河川氾濫

などの甚大な被害が発生しています。

また、本道は、四方を海に囲まれていることから、津波、高潮、高波などのリスクが高く、し

ばしば台風などの影響による高潮や高波の被害が発生していることから、道民の暮らしや経済を
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守るためにも、堤防などの海岸保全施設の整備が喫緊の課題となっています。

先月、愛知県で工業用水や農業用水に使用する河川水の取水施設で大規模な漏水事故が発生

し、取水機能が大きく低下したため、工場の生産や農作業に多大な影響を及ぼしました。

このような最近の例を見ても明らかなとおり、海岸保全施設についても、実際に大きな被害が

生じてから施設整備に乗り出すのではなく、万が一に備えた施設整備や日頃の維持管理に万全を

期す必要があります。

国は、気候変動の影響による海面上昇や台風の強大化などが懸念されるといった状況を踏ま

え、一昨年の有識者委員会からの提言を受けて、海岸保全基本方針を変更していますが、道は、

気候変動による自然災害リスクの高まりが懸念される中、海岸保全施設の整備等に今後どのよう

に取り組んでいく考えなのか、伺います。

次に、食料自給率の向上等についてであります。

我が国の令和２年度の食料自給率は、カロリーベースで37％と、先進国の中で最低水準にあり

ます。

世界的な人口増加や新興国の経済発展に伴う食料需要の拡大、頻発する自然災害や地球温暖化

による影響、国際間の紛争など、食料はもとより、燃油、肥料、飼料といった生産資材の多くを

海外からの輸入に依存している我が国にとって、食料の安定供給へのリスクは今後ますます高ま

るものと考えられます。

本道農業への影響も深刻であり、生産資材価格の高騰が農家経済を圧迫させており、生産者か

らも、今後の農業経営に向けて、不安の声が多く寄せられています。

国内最大の食料供給地域である本道が、これまで同様、国民、道民の皆さんに安定的に食料を

供給していくためには、海外からの輸入原料に極力依存しない農業経営を確立させていく必要が

あると考えておりますが、道は、今後、本道の食料自給率の向上に向けてどのような対策を講じ

ていく考えなのか、伺います。

次に、本道漁業の回復、安定に関し、まず、赤潮被害への対応についてであります。

昨年、太平洋沿岸で発生した赤潮被害に対し、我が会派は、ロードマップを策定し、漁業回復

に向けた複数年にわたる全体像を早急に示すよう求め、知事からは、本年６月をめどにロードマ

ップを策定する旨の答弁がありました。

先日の委員会に報告されたロードマップ案では、甚大な被害が発生した日高から根室にかけて

の太平洋沿岸において、５本の柱から成る対策を進めることになっており、被害の実態把握、漁

場環境の回復、生産の回復、安定に向けた年次的な取組などが示されました。

このような大きな漁業被害に対し、漁業関係者は、資源の回復や漁業経営の継続、赤潮の再発

生への懸念など、将来への大きな不安を抱えており、広域的監視体制の強化や予測手法の開発、

漁場回復への継続支援などを求めています。

道は、今後、被害を受けた海域の漁業生産の回復に向けてどのように取り組んでいくのか、伺

います。
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次に、栽培漁業についてであります。

本道の漁業は、近年、海洋環境の変化により、アキサケやサンマなどの主要魚種の生産が減少

するなど、厳しい状況にあり、また、昨年、太平洋沿岸で発生した赤潮は、全道で発生する可能

性も否定できず、今後の漁業継続に対する漁業者の不安は非常に大きなものがあります。

このような自然環境の変化に対応するためには、人の手で資源をつくり育てる栽培漁業の推進

が重要となっており、先日の委員会には、今年度から始まる第８次栽培漁業基本計画案の報告が

ありました。

漁業を取り巻く厳しい経営環境の中、漁業生産の回復や安定を図ることは喫緊の課題であり、

地域が求める増養殖の技術開発に取り組むなど、本道沿岸漁業生産量の７割を占める栽培漁業を

一層推進していくことが必要ですが、道は、こうした本道漁業の課題の解決に向けてどのように

取り組んでいくのか、伺います。

次に、教育問題について伺います。

道内の中学校卒業者数は、今後も減少が見込まれており、学級減による高校の小規模化や再編

整備が避けられない厳しい状況にありますが、広域でほかの高校への通学が困難な地域も多い本

道の地理的状況や地域創生の観点からも、高校教育の機会を可能な限り確保するとともに、小規

模校も含め、魅力ある高校づくりを進め、活性化を図ることが必要です。

これからの本道に求められる高校教育の在り方について、さきの第１回定例会における我が会

派の代表質問に対し、教育長からは、生徒の視点に寄り添うとともに、広い視野を持って多角的

に捉えながら、地域と一体となって、子どもたちに選ばれる魅力ある高校づくりに取り組む旨の

答弁がありました。

道教委では、昨年度、有識者による検討会議を設置し、これまで取り組んできた高校づくりに

関する指針について検証を行い、地域連携特例校の在り方や地域における検討組織の設置、高校

改革の推進などの課題をまとめ、さきの委員会に、今後の改定の方向性を示しました。

今後の方向性に基づき、どのように指針の見直しを行う考えなのか、教育長の所見を伺いま

す。

最後に、公安問題について伺います。

最近の犯罪発生状況を見ると、今年に入ってから特殊詐欺事件が急増しており、例えば、１月

から４月までの架空請求詐欺を前年同期と比較すると、件数が約3.1倍、被害額で約７倍、おれ

おれ詐欺の件数では約3.2倍、被害額で約6.5倍となっています。

特殊詐欺全体の被害額合計は、５月末までに５億円を超えたと聞いており、このままの状況で

推移すれば、年間の被害額が昨年１年間の約６億円を大幅に上回ることも十分に考えられます。

行政機関を名のり、支払わなければ裁判になるなどと不安をあおり、金銭をだまし取る架空請

求詐欺や、子や孫を思う親心に付け込むおれおれ詐欺のような卑劣な犯罪は、断じて許すことが

できません。早急な対策の実施が求められます。

道警察は、こうした特殊詐欺事件の発生状況をどのように認識しており、今後、この種の犯罪
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の防止にどのように取り組んでいく考えなのか、伺います。

以上、再質問を留保し、私の質問を終わります。（拍手）（発言する者あり）

○議長小畑保則君 議事進行の都合により、このまま暫時休憩いたします。

午前10時40分休憩

午前10時42分開議

○議長小畑保則君 休憩前に引き続き、会議を開きます。

休憩前の議事を継続いたします。

知事鈴木直道君。

○知事鈴木直道君（登壇）大越議員の質問にお答えいたします。

最初に、道政上の諸課題に関し、まず、ロシアをめぐる情勢についてでありますが、我が国政

府は、このたびの非人道的な行為を戦争犯罪として厳しく非難するとともに、北方四島での軍備

の強化についても受け入れられない旨、抗議をしており、こうしたロシアの一連の行動は、地理

的、歴史的に関係が深い本道において築いてきた友好の絆や積み重ねてきた交流、さらには、道

民の皆様の思いや努力をも損なうものであり、断じて容認できないと考えております。

こうした中、現在、北方四島との交流等事業や周辺水域における安全操業に関する協定の履行

等が一方的に停止されるほか、燃料や食料価格の高騰などにより、道民の皆様の生活や幅広い産

業にも大きな影響が生じていることから、道では、庁内連絡会議で関係部間の情報共有を図りな

がら、市町村や関係団体等との情報交換会の開催、企業の方々からの相談への対応などに取り組

んできたところでございます。

私としては、今後とも、政府の対応を注視し、事態の推移やその影響を踏まえるとともに、ロ

シアと隣接し、関係を築いてきた北海道の知事として、これまで交流を進めてきた市町村や関係

団体・企業の皆様、そして、道民の皆様の思いをしっかりと受け止め、一層の連携を図りながら

対応してまいります。

次に、経済安全保障への対応についてでありますが、コロナ禍によるサプライチェーンの脆弱

性リスクの顕在化に加え、ロシアによるウクライナ侵略により、エネルギーや原材料等の価格・

供給動向が見通せなくなるなど、社会経済構造の変化や国際情勢の複雑化等を背景に、我が国の

経済安全保障を早急に確保していくことが重要であり、私自身、強い危機感を持っているところ

でございます。

こうした中、道としては、エネルギー分野では、大規模洋上風力プロジェクトの立地促進な

ど、国の再生可能エネルギーの主力電源化に資する取組を進めていくほか、農業分野では、食料

の安定供給や愛食運動の取組など、生産と消費の両面から総合的に施策を展開することで、国内

最大の食料供給地域として食料自給率の一層の向上に寄与していくこととしており、本道の強み

を発信するとともに、そのポテンシャルを最大限に生かすため、政策資源の本道への重点的な投

入を求めながら、我が国の経済安全保障の取組に、より一層貢献をしてまいります。
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次に、北方墓参などについてでありますが、人道的見地から行われている北方墓参や自由訪問

が、当面の間、見送りとなったことは、四島への訪問を心待ちにしていた元島民の方々の落胆を

考えると、痛恨の極みであります。

このため、道では、元島民の方々の思いを受け止め、これらの事業について、別の事業の検討

を行うとともに、今月２日、岸田総理へ直接、支援を要望したところでございます。その際、総

理から、政府として必要な措置を実施していくとの考えが示されたことから、現在、千島連盟と

ともに、国と最終調整を進めておりますが、７月下旬から、専用船「えとぴりか」を使い、洋上

からの慰霊を実施することとしております。

私としては、高齢となった元島民の方々の、せめて四島の近くで慰霊したいという切実な思い

に寄り添うため、まずは洋上慰霊が必要と考えておりますが、大切なことは、北方墓参や自由訪

問の再開、悲願であります北方領土返還の実現であると認識をしており、そのための国民的な意

識の高揚に努めるとともに、現下の情勢が改善され次第、速やかに墓参などを再開できるよう、

国や関係機関とも協力し、積極的に道の役割を果たしてまいります。

次に、北方四島周辺水域の安全操業についてでありますが、この水域の安全操業は、地元関係

者の方々からの強い要請を受け、４年間の外交交渉の末、平成10年に締結された現行協定の枠組

みの下で長年にわたり行われており、漁業者の方々の雇用はもとより、水産加工や流通業など、

地域経済にも大きく貢献している重要な漁業である中で、このたびロシア側が一方的に発表した

履行停止の措置は大変遺憾であります。

このため、道では、引き続き、操業機会が確保されるよう、先般、国に対し、ロシアへの強力

な働きかけについて緊急要請を行ったところであり、今後とも、国や関係団体の方々と緊密に連

携し、情報の収集や提供に努めるとともに、例年どおりの操業が行われるよう、情勢の変化に応

じ、関係団体の方々の意向も踏まえ、地域の皆様と一緒に必要な対応を検討し、国に求めるな

ど、先行きに不安を抱く漁業者の皆様の思いを受け止め、不安の払拭に向け取り組んでまいりま

す。

次に、観光船の安全確保についてでありますが、現在、国の知床遊覧船事故対策検討委員会で

は、二度とこのような悲惨な事故を起こさないよう、船舶検査の実効性の向上や利用者の皆様へ

の安全情報の提供など、全国共通の取組強化に加え、海水温が低い海域における救命設備の基準

の強化など、地域の状況に応じた対策について検討が進められているところでございます。

今回の事故は、小型船舶を使用する観光船でありますが、本州と結ぶフェリー航路や離島フェ

リーの利用者の皆様からも不安の声が上がっていると伺っており、道としては、まずは小型船舶

を使用する観光船の安全確保が確実に図られるよう、検討委員会の検討状況を見据えながら、国

に対し、安全確保を最優先に、事業者の方々が必要とする設備の充実に向けた支援などを求めて

まいります。

なお、道では、夏の観光シーズンを目前に控え、国や関係団体と連携しながら、各観光船事業

者の方々を訪問し、気象条件の慎重な判断や他船との連絡体制の強化といった安全対策の取組を
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６月中に発信するための働きかけなどを行うとともに、地域の観光協会や全道の旅客船団体の方

々が実施する安全な旅の提供に向けた取組などを広く全国に発信する活動等に対し、緊急的な支

援を行うこととしたところであります。

次に、観光需要の喚起についてでありますが、国は、このたび、どうみん割の財源である国の

補助事業について、感染状況の改善確認を前提として、７月前半から対象を全国に拡大する考え

を示したところであり、私としては、回復傾向にある本道の観光需要の一層の増加に弾みがつく

ものと考えております。

今後、道では、道外の需要を積極的に取り込むため、感染状況に留意しながら、国の方針を踏

まえて、どうみん割を変更する考えであり、国から具体的内容が示され次第、有識者の皆様の意

見もお伺いをした上で、速やかに決定、公表してまいります。

一方、観光関連事業者の皆様は、長く危機的な状況に置かれ、需要回復に向けた取組を継続し

て実施することが重要であることから、道では、引き続き、国に「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」を早

期に再開いただき、その終了後には、「北海道Ｇｏ Ｔｏ トラベル」を実施することにより、

観光需要喚起策を切れ目なく実施できるよう強く求め、本道の観光需要の回復に向け取り組んで

まいります。

次に、若年層のワクチン接種等についてでありますが、道では、正しい知識や情報を十分に御

理解いただくため、これまで、ホームページやウェブ広告など、様々な手法により積極的な情報

発信に努めてきたところでありますが、若年層の方々は、無症状や軽症者が大多数であることに

加え、副反応への不安から接種に向かわなかったと考えられます。

こうしたことから、街頭の大型ビジョンや映画館で私のメッセージ動画を放映するとともに、

若年層の方々の多い札幌市との共同により、市営地下鉄に興味を引くデザインの広告を掲載した

ほか、学生向けの情報が確実に届くよう、ポータルサイトを開設するなどして、効果的な広報に

努めてきております。

さらに、ワクチンに関する疑問を解消し、接種促進につながるよう、新たに、医育大学などの

専門的な知見を生かし、一般の大学生を対象としたセミナーなどを開催し、周知を図っていくこ

ととしているところでございます。

道としては、接種時期がピークを迎えている若年者の方々を中心に、発症・重症化予防といっ

たワクチンの接種効果に加え、接種後の副反応や相談窓口などがしっかりと伝わるよう、分かり

やすい情報発信や周知に努めるとともに、三つの感染防止行動の実践を道民の皆様に積極的に呼

びかけ、感染拡大防止の徹底に取り組んでまいります。

次に、市町村への支援などについてでありますが、道では、これまで、ワクチンの市町村間融

通の調整や専門的な相談体制の整備に加え、医療従事者確保の促進など、市町村の様々な取組を

支えてきたところでございます。

また、昨年６月から北海道ワクチン接種センターを設置、運営し、高齢者の方々や現役世代等

のワクチン接種を行うとともに、昨年９月からは、アレルギーを心配される方などの接種機会を
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確保するため、アストラゼネカや新たに追加されたノババックスワクチンの接種にも取り組んで

きたところであります。

こうした取組に加え、先般、４回目の接種が開始となったことを踏まえ、その対象者の方々が

ピークを迎える７月から８月にかけ、道の接種センターを活用することで一層のワクチン接種の

促進を図ることとし、今後、速やかに関係機関や団体の方々と具体的な調整を進め、希望される

方が早期に安心かつ円滑に接種できるよう、市町村支援に積極的に取り組んでまいります。

次に、ゼロカーボン北海道に関し、まず、地域の脱炭素に向けた取組についてでありますが、

本年４月の脱炭素先行地域の選定では、全国で26件が採択されたうち、道内からは都道府県で最

多の３件が採択され、脱炭素を通じた地域課題の解決や再エネの地産地消による地域活性化のモ

デル性が高く評価されたと認識をしております。

道では、本年夏に予定されている２回目の応募に向け、市町村に対し、今回の選定の評価ポイ

ントなどを解説した勉強会を、80市町村の参加の下、今月10日に開催し、今後の応募に向けた準

備を促したところでございます。

今後は、市町村の意向を踏まえて、道との共同提案について検討するほか、北海道の特性を踏

まえ、例えば、温泉熱等の積極的な活用を先行地域の要件として国に提案するなど、さらなる地

域の採択に向け取り組んでまいります。

道としては、多くの市町村が脱炭素に向けた取組を前に進められるよう、こうした国の施策の

活用はもとより、振興局のゼロカーボン推進室とも連携し、それぞれの地域の状況に合わせた勉

強会の開催や、新たな取組として、専門人材の派遣のほか、幅広い脱炭素の取組を推進する地域

づくり総合交付金の活用など、きめ細かな支援に努め、地域の資源や技術、産業を生かし、地域

の活性化に結びつくゼロカーボン北海道の実現に向けて、全庁一丸となって取り組んでまいりま

す。

次に、道有施設の脱炭素化についてでありますが、道では、自ら排出する温室効果ガスの排出

量を2030年度までに2013年度比で50％削減することを目標に、庁舎のＺＥＢ化や次世代自動車の

導入など、施設や設備の脱炭素化に取り組んでいるところであります。

これまでの道有施設からの排出実態を踏まえると、高効率ボイラーへの更新など、省エネ効果

の高い改修を継続的に進め、燃料の消費削減を図るほか、排出量の半分以上を占めている電気の

使用量削減に取り組むことが重要と考えており、節電効果が高く、電気料金の削減にもつながる

照明のＬＥＤ化は、全庁で積極的に進めていくべき取組の一つであると認識をしています。

このため、今年度から、ＬＥＤ照明の導入について、交付税措置のある起債の活用が可能とな

ったことを踏まえ、全庁のＬＥＤ設置状況や電気使用量などを今月中をめどに把握するととも

に、削減効果や最適な交換手順なども考慮し、道有施設全体の照明のＬＥＤ化の具体的な検討を

進め、事業者や市町村の方々と導入効果の情報共有を行うなど、全道の脱炭素化の取組促進につ

なげてまいります。

次に、指定管理者制度の見直しについてでありますが、今回の不適正な事務執行については、
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現在、道教委の第三者調査委員会において、事実関係の解明や再発防止策の検討に向けた助言に

関する中間報告がなされ、今後、最終報告が取りまとめられるものと承知をしております。

道としては、指定管理者制度の見直しに向けて、道教委の第三者調査委員会の最終報告に加

え、指定管理者や選定委員からの御意見、さらには、他の都府県における取組事例などの調査結

果を踏まえ、10月をめどに再発防止策を講じてまいります。

見直しに当たっては、制度本来の趣旨である柔軟な発想による民間ノウハウの一層の活用や住

民サービスの向上はもとより、公平公正な指定手続の下で、利用者の皆様が安心して利用できる

よう、今後とも不断に見直しを行ってまいります。

次に、巨大地震への対応についてでありますが、自治体が行う避難施設等の整備に対しては、

国の財政的な支援が必要不可欠でありますが、去る５月13日、補助率のかさ上げなど、私がこの

間繰り返し強く求めてきた改正法が成立したところであり、御尽力いただいた皆様に感謝を申し

上げます。

今後、国においては、国庫補助率のかさ上げが適用されることとなる特別強化地域の指定が進

められますが、指定に当たっては、道や関係市町村の意見を踏まえるとともに、太平洋沿岸地域

など、津波により著しい影響がある全ての市町村を指定するよう求めてまいります。

また、多額の事業費が想定される積雪寒冷地における避難施設等の整備に向け、かさ上げ後の

市町村負担に対する地方財政措置の充実はもとより、本道の地理的状況を踏まえた広域的な連携

や支援体制の構築を求めるとともに、防災・減災対策を支援する観点から、道としても、南海ト

ラフ地震に備えた他県の先行事例なども研究しながら、様々な検討を進めてまいります。

なお、これら防災対策の検討を促進するための市町村ごとの被害想定については、６月中をめ

どとして策定準備を進めてまいりましたが、国が示した北海道の被害想定との精査などに時間を

要しており、今月中の策定は難しい状況にあるものの、７月中には策定できるよう取り組んでま

いります。

次に、雪害への対応についてでありますが、道では、本年２月の記録的な大雪により大規模な

交通障害が発生し、地域の社会経済活動のみならず、道内各地や道外との人流、物流にも大きな

影響を与えたことを重く受け止め、雪害に関し、関係機関相互の緊密な連携調整や迅速な情報交

換などを担う北海道雪害対策連絡部に雪害対応検証チームを設置して、関係機関における対応の

検証とともに、様々な課題を抽出し、今後の対応策を取りまとめ、去る９日、道防災会議に報告

をしたところでございます。

今回の検証に参加した各機関は、次の降雪期に備え、検証結果をそれぞれの対策に確実に反映

することとしており、特に、快速エアポートの運休など、大雪に伴う影響が大きかったＪＲ北海

道においては、様々な面から対策を講じ、本道における公共交通の基幹的な役割を担う鉄道事業

者としての責務を十分に果たしていただきたいと考えております。

道としては、仮に、この２月のような大雪が発生した場合にも、地域全体で連携して対応し、

被害や影響を最小化できるよう、雪害対策連絡部の構成員に新たに札幌市などを加え、おのおの
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の機関の取組状況の適時適切な把握や実践的な訓練を積み重ねるなど、連携をさらに強化しなが

ら、ＪＲの運休状況や道路の除排雪状況に応じた代替輸送手段の確保、大雪時に優先して道路幅

などを確保する路線区間の設定、遊休地や未利用地を活用した臨時雪堆積場の確保など、雪害対

策を一層充実強化して、冬季における本道の強靱化を図り、雪や寒さにも強く、四季を通じて魅

力ある北海道づくりに努めてまいります。

次に、本道における物流についてでありますが、物流は、道民の皆様の暮らしや経済活動を支

える重要な社会インフラでありますが、トラックドライバーの不足や、災害の激甚化、頻発化に

伴う輸送手段の確保などの課題に直面をしているほか、ゼロカーボン北海道の実現などへの対応

が求められていると認識をしております。

このため、道では、本道物流の安定化に向けて、道路や空港、港湾など、物流ネットワーク機

能の充実強化に努めますとともに、物流事業者の方々はもとより、経済団体や産業団体などの関

係者の皆様と連携を図りながら、共同輸送やトラックから鉄道、船舶への転換など、輸送の効率

化をはじめ、鉄道と船舶が連携した災害時の代替輸送の確保、労働環境の改善による人材の育成

などに取り組んでいるところでございます。

物流においては、輸送品目やロット、発着地やコストなどの取引条件に応じて、トラックや鉄

道、船舶など、それぞれ強みが異なる輸送手段が選択されている状況にあることから、道として

は、今後とも本道の物流を持続的に確保していくためには、いずれの輸送手段も欠くことができ

ず、それらの機能の維持強化に取り組んでいくことが重要であると考えております。

次に、丘珠空港の将来像についてでありますが、先般公表された札幌市の案では、丘珠空港が

多様な交流を支える広域交通拠点となる空港を目指して、医療・防災機能や利便性向上などを図

るとしており、これは、道が北海道航空ネットワークビジョンで描く、道内航空ネットワークの

拠点空港として、観光やビジネスの需要はもとより、医療や防災など、幅広い分野での役割を果

たしていくとの将来展望と方向性を同じくするものであり、北海道全体の発展にも寄与するもの

と受け止めているところでございます。

また、滑走路延伸などの空港機能の強化についても、道のビジョンに示した将来展望の実現に

向けて重要な取組と考えており、今後、将来を見据え、丘珠空港の利活用と機能強化が図られる

よう、札幌市と緊密に連携しながら取り組んでまいります。

次に、ヒグマ対策についてでありますが、近年、市街地への出没や人身事故が多発しており、

ヒグマによる被害を防止するためには、警察や市町村などと連携した迅速な情報発信や出没時に

おける的確な対応が重要と認識しております。

このため、道では、これまで、ヒグマの目撃情報について、ＳＮＳなどを活用した適時適切な

情報発信に努めるとともに、今年度から新たに、市街地出没や人身被害等が発生した際に、住民

の皆様や来道者の方々に注意を促す注意報や警報を発出することとしたところでございます。

今後は、市街地出没時を想定した関係者による実践的な対応訓練を行うとともに、地域ごと

に、捕獲体制の整備、住民の皆様への情報伝達、市街地出没時の対応などを示すアクションプラ

【令和４年（2022年）６月17日（金曜日） 第２号】



ンとなる地域版実施計画を策定し、地域の人材育成や関係機関相互の連携を強化するほか、解決

が困難な事案には、捕獲や防除の専門家の方々を現地に派遣し、ヒグマの出没実態を踏まえ、行

政区域にこだわらず、柔軟に市町村を支援するなど、地域の対応力を高める様々な取組を進め、

道民の皆様の不安解消と、安全、安心の確保に取り組んでまいります。

次に、冬季オリンピック・パラリンピックについてでありますが、札幌市においては、意向調

査の結果や市議会の決議などから総合的に判断した上で、市民の皆様との対話を継続しながら招

致活動を本格化しているところであります。

私としても、オリパラの開催は、道内のスポーツの振興はもとより、地域活性化や観光振興、

さらには、共生社会の実現につながるものと考えており、そのためには、まずは、招致の主体と

なる札幌市民の皆様の理解はもとより、道民の皆様や国民の皆様へと、理解の輪を広げていくこ

とが重要と認識しております。

道としては、市の判断を尊重しながら、既存施設を最大限活用するとともに、大会運営には税

を投入しないとした大会コンセプトなどを踏まえ、会場候補となっている真駒内公園屋内競技場

で、現時点で想定される改修内容や大会開催後の活用などを含め、広域自治体として果たすべき

役割を精査し、札幌市などとの協議を進めるとともに、私自らも、招致に向けて設立されたプロ

モーション委員会の一員として、開催機運の醸成や情報発信を行うほか、国への各種要望などの

招致活動にしっかりと連携協力してまいります。

次に、ケアラーの方々への支援についてでありますが、道では、４月に施行されたケアラー支

援条例の基本理念や支援の必要性などを、道民の皆様に理解を深めていただくことが重要と考え

ており、今年度からは、市町村や学校はもとより、全道に小売店を展開する包括連携協定を結ぶ

企業などの協力を得ながら、幅広く普及啓発に努めることとしております。

また、早期発見、相談対応の充実を図るため、新たに、ケアラーの相談に応じる方々への研修

を実施するとともに、ヤングケアラーへの支援に向けて、学校と市町村をつなぐコーディネータ

ーを児童相談所の圏域ごとに配置するほか、市町村におけるケアラー支援体制の構築を促すアド

バイザーを派遣するなど、一人一人に寄り添った相談支援につなげることとしております。

道としては、今後、具体的な取組や目標値を盛り込んだ３年間の推進計画を年度内に策定する

とともに、ヤングケアラー支援の法制化の動きや経済社会情勢の変化などを踏まえつつ、ケアラ

ー自身やその家族の方々の声をお聞きするほか、施策の効果などを把握するための定期的な調査

の実施も検討しながら、ケアラーとその家族の方々が将来にわたり夢と希望を持って暮らすこと

ができる地域社会の実現に努めてまいります。

次に、地域枠制度についてでありますが、道では、医師の地域偏在の是正に向けた重要な施策

の一つとして、医育大学との連携の下、この制度の運用に取り組んできたところでございます。

こうした中、旭川医大においては、令和２年度以降、地域枠制度の活用が見送られてまいりま

したが、この間、地域枠医師の方々が望む場合は、義務づけられている地域での勤務を一時中断

し、大学院への進学等ができるようにするなど、制度の見直しも行いながら大学関係者との調整
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を進め、このたび、令和４年度から制度の活用を再開する旨の回答をいただいたところでござい

ます。

道としては、各医育大学と連携し、まずは、地域枠制度を活用いただく学生の募集に積極的に

取り組むとともに、今後は、地域医療に従事することを希望する方が、学生臨床研修の期間を通

じて、その意思を継続できるよう、医療対策協議会において必要な支援方策の在り方についても

議論を重ねるなどして、地域枠制度のより効果的かつ安定的な運用に努め、地域医療を担う医師

の確保とその偏在の是正に取り組んでまいります。

次に、海岸保全施設の整備などについてでありますが、津波や高潮、波浪などの災害から人命

や財産を守るため、道では、海岸法に基づき、海岸保全基本計画を策定し、施設の整備を着実に

進めてきているところでございます。

こうした中、地球温暖化の影響により、海面水位の上昇などが懸念されることから、国では、

令和２年11月に海岸保全基本方針を変更し、気候変動の影響を考慮した対策に転換したところで

あり、昨年８月には、各海岸管理者に対し、施設の計画に必要となる波の高さなどの設定方法が

示されたところでございます。

これらを踏まえ、道では、現時点において、令和７年度を目標とした海岸保全基本計画の見直

しに向け、他県と比べ、長大な全ての海岸保全区域について、地形や気象条件に応じた波の高さ

の将来予測など、技術的に高度な検討を行うため、今年度、有識者懇談会を設置することといた

しました。

道としては、気候変動による影響を考慮した施設の整備や適切な維持管理、さらには、住民の

皆様の円滑な避難の支援といったハードとソフトの両面での取組を進め、道民の皆様の安全で安

心な暮らしの確保に努めてまいります。

次に、食料自給率の向上についてでありますが、本道は、カロリーベースで国内の食料生産の

４分の１を占める我が国最大の食料供給地域となっておりますが、世界の食料需給をめぐるリス

クが顕在化する中、今後、より一層安定的にその役割を果たしていくためには、自給飼料の活用

や家畜排せつ物の肥料への有効活用などを推進し、生産資材価格の高騰にも影響されにくく、持

続可能で生産性の高い農業を確立していくことが重要であります。

このため、道としては、生産現場が直面する様々な課題の解決に向けて、生産基盤の整備や優

良農地の確保と適切な利用、戦略的な研究開発と普及定着、スマート農業の導入加速化、クリー

ン農業や有機農業の取組拡大などにより、本道農業の体質強化を図るとともに、輸入小麦から道

産小麦への転換を図る「麦チェン」などの地産地消と食育を推進し、消費者の皆様に優先的に選

択してもらうなど、生産と消費の両面から総合的に施策を展開し、我が国の食料自給率の向上に

最大限寄与してまいります。

最後に、赤潮対策についてでありますが、昨年、太平洋沿岸で発生した赤潮は、ウニやツブ

類、サケなどに甚大な被害をもたらしておりますが、被害の状況や求められる対策は地域によっ

て異なることから、道では、関係団体の方々や市町、漁協の皆様から丁寧に御意見を伺いなが
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ら、複数年にわたる対策を計画的かつ総合的に推進していくため、漁場環境の回復や経営継続へ

の支援など、５本の柱から成る各種対策と目標達成までの手順を示したロードマップ案を取りま

とめたところでございます。

道としては、このロードマップに沿って、赤潮の発生予測手法の開発やウニなどの漁場環境回

復の取組、新たな増養殖の検討を進めるとともに、より加入しやすい漁業共済制度への見直しと

いった、資源の早期回復や経営の安定につなげるための継続的な支援を国に強く働きかけるな

ど、被害を受けた漁業者の皆様が将来への明るい展望を持って安心して漁業を営むことができる

よう、全力で取り組んでまいります。

なお、その他の御質問につきましては、担当の部長から答弁をさせていただきます。

以上でございます。

○議長小畑保則君 水産林務部長山口修司君。

○水産林務部長山口修司君（登壇）栽培漁業の推進についてでありますが、本道の漁業生産は、

海水温の上昇などの影響により、主要魚種を中心に不漁が続いているほか、昨年発生した赤潮で

は大きな漁業被害が生じており、海洋環境の変化による水産資源の減少からの回復が課題となっ

ておりますことから、試験研究を推進し、より一層増養殖の取組を進めることが重要でありま

す。

このため、道では、施設の省エネ化による種苗コストの削減に加え、現在策定を進める第８次

栽培漁業基本計画におきまして、種苗生産から出荷までの養殖を新たに位置づけ、試験研究機関

と連携し、サクラマスなど養殖に適した新たな魚種の導入や陸上養殖も推進していくとともに、

多くの漁業者の方々が従事している昆布漁業につきまして、高水温に強い優良な昆布種苗を選別

する研究に着手するほか、災害等の緊急時に対応した広域的な種苗供給体制の強化など、栽培漁

業の取組を加速させ、本道水産業の振興を図ってまいります。

○議長小畑保則君 教育長倉本博史君。

○教育長倉本博史君（登壇）大越議員の御質問にお答えをいたします。

初めに、道政上の諸課題に関しまして、ネイパル指定管理者公募における不正行為に係る第三

者調査委員会の中間報告についてでありますが、本年３月に設置いたしました第三者調査委員会

におきましては、これまで、関係資料の調査や関係者のヒアリングを通して、動機や背景を含め

た不正行為の全体像の解明に向け、精力的に調査をしていただいております。

過日、現時点における、各委員の不正行為等に関する所見や、再発防止に向けた助言を示す中

間報告をいただいたところであり、その中で、公募の透明性と公平性の確保の視点が欠落をして

いた、選定委員から通報を受ける窓口の設置等の対策を講じていなかったなど、職員の遵法意識

の醸成や道教委の組織としての対策が不十分であったことが指摘されたところであります。

適正な組織運営に責任を持つ教育長として、大変に重く受け止めております。

第三者委員会におきましては、今後の方針として、調査を継続し、不正行為の事実認定とその

背景事情の解明、原因分析を行い、具体的かつ実効的な再発防止策を提言する旨、お示しいただ
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いているところであり、道教委といたしましては、今般の中間報告で示されました助言や最終報

告の内容を踏まえ、このような不祥事が二度と発生しないよう、幹部職員を含めた対話形式によ

る研修を通じた職員の意識改革や、実効性ある通報・相談体制の構築など、不正を防止する仕組

みづくりについて、できることから確実に取り組み、その再発防止策をまとめた上で御報告いた

します。

次に、教育問題に関しまして、高校づくりに関する指針の見直しについてでありますが、本道

における教育環境の変化や地域の教育課題に的確に対応するため、今年度、現行指針の見直しを

行うこととしており、昨年度実施いたしました現行指針の検証結果や有識者会議での御意見を踏

まえ、先般、地域とともに考える高校配置の広域的な在り方など、改定に向けた方向性をお示し

したところであります。

道教委といたしましては、広域分散型の本道において、高校の小規模校化が進む中、通学圏な

ど、一定の圏域ごとでの高校の教育水準や多様な教育機能の維持向上、及び、地域創生の観点を

踏まえた教育機会の確保がこれまで以上に重要であるとの考えの下、高校配置の在り方につい

て、将来を見据えた基本的な考え方を明らかにすること、また、国の普通科改革など、教育改革

の動向も踏まえつつ、多様化する生徒の興味、関心に対応できる活力と魅力ある高校づくりを進

めることが重要であると考えており、今後、本道における望ましい高校教育の在り方について、

道議会はもとより、道民の皆様から広く御意見をお伺いしながら、指針の改定に向けた検討を進

めてまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 警察本部長扇澤昭宏君。

○警察本部長扇澤昭宏君（登壇）大越議員の御質問にお答えをいたします。

特殊詐欺対策についてでありますが、本年５月末の道内における特殊詐欺の被害は、認知件数

が114件、被害額が約５億3000万円で、昨年同期と比べて、42件、約３億7000万円の増加となっ

ており、極めて深刻な情勢にあると認識しております。

被害の傾向については、依然として65歳以上の高齢者の割合が高く、介護保険料の還付手続を

装う還付金詐欺や、名義貸しトラブルの訴訟費用を口実とする高額の架空料金請求詐欺が多発し

ているほか、４月以降、息子などの親族を装うおれおれ詐欺が急増しているところであります。

このため、道警察では、道民の皆様のお宅にお金を要求するなど不審な電話がかかってきた

際、気軽に警察相談ダイヤルに電話していただけるよう、「詐欺電話がきたら♯9110」という分

かりやすいキャッチフレーズを用いることとし、巡回連絡等を通じて周知を図るとともに、国家

公安委員長から特別防犯対策監に委嘱されている杉良太郎氏や、北海道日本ハムファイターズ前

監督の栗山英樹氏などに被害防止の呼びかけをしていただくなど、訴求力の高い広報啓発活動を

推進しているところであります。

また、これまでも、現場において現金を受け取りに来る被疑者を検挙しているほか、指示役

等、上位の被疑者の検挙に向けた捜査を行うなど、徹底した取締りを行っているところでありま
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す。

道警察といたしましては、引き続き、道民の皆様の安全、安心を確保するため、特殊詐欺事件

の取締りを徹底するとともに、関係機関・団体、事業者等と連携し、より効果的な被害防止対策

を推進してまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 大越農子君。

○37番大越農子君（登壇・拍手）（発言する者あり）ただいま、知事、教育長及び警察本部長か

らそれぞれ答弁をいただきましたが、以下、数点にわたり指摘をさせていただきます。

初めに、日本海溝等地震対策についてであります。

知事は、ただいまの答弁で、避難施設等の整備に向け、財政措置の充実を国に求める考え方を

示しましたが、整備が想定される津波タワーや避難路の整備には多額の資金投入が避けられない

ことから、財政基盤の脆弱な市町村にとっては、たとえ国による財政措置が実現したとしても、

その負担は大きいものがあり、巨大津波から住民を守る避難施設の整備が円滑に進まないことも

十分に想定されます。

道は、他県の例も参考にしながら、財政面も含め、道独自の支援策を速やかに検討すべきと考

えます。

また、このたびの改正特措法に基づく特別強化地域に、太平洋沿岸地域など、著しい影響のあ

る全ての市町村を指定するよう求める考えも示しました。

今後、対象地域に指定される全ての市町村が万全の津波対策を講じる必要がありますが、その

ためには、道と市町村が一体となって防災対策に取り組むなど、道による積極的、主体的な役割

の発揮が求められます。この点も併せて指摘しておきます。

次に、北海道の物流についてであります。

ただいまの答弁の中で、いずれの輸送手段も欠かすことができず、それらの機能維持が重要で

あるとの認識が示されましたが、鉄道やトラック、フェリーといった輸送手段が、コストやサー

ビスの質など、様々な角度から厳しくチェックされ、経済合理性を前提に選択されており、最近

の人手不足や燃油価格高騰などの影響で、道内の物流を担う企業の採算性や収益性が極めて厳し

い状況となっているのが現実です。

経済安全保障に関する質問では、本道が国内最大の食料供給地域として貢献していく決意が示

されましたが、安定した物流が確保されていなければ、我が国の経済安全保障に貢献することも

おぼつきません。

本道の物流の中でも、特に、農産物の道外出荷に関しては、鉄道貨物輸送が大きな役割を果た

していますが、青函トンネルの新幹線との共用が大きなネックとなっており、民間の企業等から

は、第２青函多用途トンネルの整備構想が提案され、道内経済界などでも議論が始まっていま

す。

道は、こうした新しい動きなども踏まえ、本道の物流が抱える人員確保やコスト構造をはじめ
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とする様々な課題の解決に危機感を持って取り組む必要があります。この点を強く指摘しておき

ます。

次に、丘珠空港の将来像についてであります。

知事は、このたび札幌市が示した丘珠空港の将来像が、北海道航空ネットワークビジョンで描

く、この空港の将来展望と方向性を同じくするとの認識を示し、滑走路延伸などの機能強化につ

いても、札幌市と連携しながら取り組むとの考えを示しました。

答弁でも触れておられますが、丘珠空港が道内の拠点空港として発展していくことは、札幌の

みならず、全道に大きなメリットをもたらすものであることを考えれば、道も当事者意識を持

ち、札幌市と対等のパートナーとして、その実現に積極的に取り組む覚悟が必要と考えます。

その際には、新千歳空港と丘珠空港という航空ネットワークの結節点となる二つの空港を道央

圏に抱える広域自治体として、これらの空港をどのように生かし、北海道全体の発展につながる

よう有機的に機能させていくのか、道民に示していくことが必要であると考えます。こうした点

も併せて指摘しておきます。

次に、2030年冬季オリンピック・パラリンピックについてであります。

札幌市が実施した意向調査では、回答者の半数を超える方々が、子どもたちに夢や希望を与え

ること、冬季スポーツの振興に寄与することや、北海道、札幌市のＰＲにつながるなどとして、

招致に賛成した一方、多額の予算を要することやほかの施策に力を入れてほしいなどを理由に、

反対される方も多くおられました。こうした結果を踏まえた丁寧な情報発信が求められます。

招致に向けた道の取組について伺い、知事からは、札幌市と協議を進めるとともに、私自ら、

プロモーション委員会の一員として、開催機運の醸成や情報発信を行うほか、国への要望などの

招致活動に連携協力する旨の答弁がありましたが、山下ＪＯＣ会長も現在のままでは厳しいとい

う認識を示しています。

12月にも優先候補地が決定されると見込まれる中、札幌市はもとより、北海道としても、開催

意義などについて道民の理解が深められるよう、知事自らが積極的に情報発信を行うなど、道

は、招致実現に向けて主体性を持って取り組む必要があります。この点を指摘しておきます。

最後に、食料自給率の向上等についてであります。

国内の食料自給率の向上等に向けて、燃油、肥料、飼料等の生産資材を海外に頼らない本道農

業の安定的な食料供給体制の整備について伺い、知事からは、生産現場が直面する様々な課題の

解決に向けて、生産基盤の整備や優良農地の確保、スマート農業、有機農業の促進などの体質強

化を図る旨の答弁がありました。

高齢化や離農などによる担い手の確保育成が求められる中、水田活用の直接支払交付金の見直

しや生乳需要の緩和、てん菜糖の需要減などの課題に加え、最近の燃油や飼料、肥料等の生産資

材の高騰によって、農業経営の継続すら危ぶまれている厳しい状況に対する危機感が伝わってま

いりません。

道は、まずは、こうした課題にしっかり向き合い、必要な施策を国に要望するなど、生産者が
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将来に展望を持って、持続的、安定的に食料生産ができるよう取り組むべきであります。このこ

とを強く指摘しておきます。

以上、指摘した事項を含め、引き続き、我が会派としてただしてまいることを申し上げ、私の

質問を終わります。（拍手）（発言する者あり）

○議長小畑保則君 大越農子君の質問は終了いたしました。

議事進行の都合により、暫時休憩いたします。

午前11時35分休憩

午後１時１分開議

○議長小畑保則君 休憩前に引き続き、会議を開きます。

休憩前の議事を継続いたします。

須田靖子君。

○77番須田靖子君（登壇・拍手）（発言する者あり）民主・道民連合議員会を代表して、通告に

従い、知事及び教育長に順次質問いたします。

初めに、知事の政治姿勢について伺います。

知事は、２月に公表した道政執行方針の中で、可能性の種を植え続けると言われましたが、当

然、植えただけでは芽は出ません。さらに結実するまでには、相応の時間を要するものと考えま

す。

知事が掲げる看板政策であるゼロカーボン北海道やデジタル化、何よりも新型コロナウイルス

感染症の終息がいまだ見えない中、道民生活が平時に戻る出口戦略もイメージできていません。

現在の在任期間中での成果を示すことは極めて難しいと認めたと捉えるのが自然です。

人口減少やＪＲの路線見直し問題など、長年の懸案事項も道半ばと言わざるを得ません。

１期目の総仕上げとなるこの１年、山積する課題にどう立ち向かうのか、知事の所見を伺いま

す。

コロナ禍の対応に追われ、前述の重要課題に有効な手だてを講じるまでに至っていないのが現

状における的確な評価と考えます。

知事が提唱するゼロカーボン北海道やデジタル化は、いずれも国が推進する政策を踏襲したも

ので、道の独自色は薄いです。

地域の活力を促すには、国追随の政策ではなく、地域の声に傾聴し、道民が真に手を差し伸べ

てもらいたいことの実現や解決に向け、道独自の政策を立案、実行する必要があります。

夕張市長時代に培った国を動かすような気概と戦略について所見を伺います。

先月24日、２年半ぶりに知事と秋元札幌市長との行政懇談会、道市懇が開催されました。マス

コミ報道によれば、今回は、市が目指す2030年冬季オリンピック・パラリンピック招致が主たる

テーマであり、機運醸成と連携強化が確認されたと承知をしております。

道と札幌市が協調して取り組む課題は、ほかにも、新型コロナウイルス感染症対策や雪害対策
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など、多岐にわたります。

都道府県と政令市の二重行政は、しばしば地方自治の課題として俎上にのせられ、殊さらデメ

リットのみが強調されますが、主役である道民や市民を尊重した真摯な議論と相乗効果を上げる

ための創意工夫に取り組む姿勢が欠かせません。

今後の札幌市との関係性、取組姿勢について、知事の所見を伺います。

次に、行財政運営について伺います。

今般、道では、長期に及ぶ感染症の影響に加え、国際情勢の変化によるエネルギーや原材料等

の価格高騰への対応として、国の対策も踏まえ、コロナ禍における価格高騰等緊急経済対策と銘

打ち、冒頭先議分と合わせ、補正予算額ベースで224億円規模の経済対策を掲げていますが、原

油価格や物価高騰の影響は、道民はもとより、様々な事業者に深刻な影響を及ぼしており、その

先行きもなお不透明な状況です。

また、こうした対策は、一過性ではなく、継続的かつ将来を見据えた取組が不可欠であり、今

後の物価等の動向によっては、さらなる対策の検討も必要と考えます。

引き続き、十分な対策を講じていくためには、国費をはじめとする財源確保を図りつつ、財政

運営を行っていく必要があると考えますが、知事の所見を伺います。

次に、地方創生の推進について伺います。

道は、現在、10年後の北海道の未来社会を描いた北海道Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0構想の実現に向け

て定めた五つの柱において推進している状況の中、新型コロナウイルス対策により、テレワーク

の推進などは一定程度進みましたが、まだまだ円滑に利活用できる環境は十分とは言い難いこと

から、実態把握の上、優先すべき課題を速やかに取り組むことが必要と考えますが、知事の所見

を伺います。

また、未来技術を活用した活力にあふれる北海道の未来社会の実現に向け、道民、道、国、市

町村、企業等とビジョンや役割を共有し取り組むとのことですが、縦割りにしか見えません。

今後の方向性と具体的な取組を伺います。

北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条

例、通称・北海道産業振興条例に基づく助成制度が本年４月１日に改正され、新規、増設を含

め、対象業種の幅も広がることで雇用対象者も増えました。

今回拡充された本社機能移転事業は、全ての業種が対象で縛りがなく、本社の移転が助成対象

となります。単発的な政策にならないような目的も考慮していると思います。

今般の拡充の狙いを知事に伺います。

次に、知床沖小型観光船沈没事故について伺います。

４月23日に発生した知床沖観光船事故は、６月16日現在で14人の死亡が確認され、いまだ12人

の行方が不明のままです。改めて、犠牲者及び御遺族に哀悼の意を表するとともに、まだ発見さ

れていない方々の一日も早い発見を祈るばかりです。

この事故の直接的な原因は、事業者のずさんな運航管理にありますが、岸田首相は、５月27日
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の衆議院予算委員会で、事業者の安全意識の欠如を把握できなかったことは、国土交通省として

責任を十分に果たしていなかった、真摯に受け止めなければならないと、国の責任を認めていま

す。

では、道として何もできることはなかったのでしょうか。

アドベンチャートラベル・ワールドサミットも開催される本道において、安心、安全の道内旅

行の提供は当然のことであり、旅行に関連して、まだまだ多くの国の管轄する事業が存在するは

ずです。

安全で安心した道内旅行に向けた環境づくりについて、知事の所見を伺います。

次に、新型コロナウイルス感染症対策について伺います。

2020年２月に道内最初の感染確認以降、既に６回にわたる大きな波を経験し、今後も感染拡大

と収束が繰り返されるのか。新規感染者数は減少傾向にありますが、いまだ収束は見えてきてい

ません。

こうした中、コロナとの共存を基本とし、これまでの経験を生かし、予防、検査、治療の各段

階の取組の充実を進めていくことが重要です。

海外では、新型コロナウイルスを特別な脅威とまではみなさず、社会経済活動の正常化に向け

た取組が進んでいます。

６月10日には、海外からの観光客の受入れも再開されました。

ワクチン、検査、治療薬や医療提供体制も徐々に整いつつある中で、社会経済活動の制限を伴

う対策からの出口を探り、道民に対し道筋を示すべきです。

今後、道民に示す出口戦略の道筋について伺います。

米国ノババックス社製のワクチンの接種が５月より使用可能となりました。副反応の出現割合

がこれまでのワクチンより低いものの、現状、４回目接種の方は対象となっていません。

こうした中、先日、道内の自治体で、有効期限超過のため、2000回分以上のワクチンが廃棄さ

れたとの報道がありました。

各自治体で廃棄抑制策を講じても、今後も有効期限切れのワクチンを相当数廃棄せざるを得な

い事態が想定されますが、廃棄が出ることへの知事の受け止めと、今後の有効かつ効率的なワク

チン接種をどう進めるのか、所見を伺います。

60歳以上の方や基礎疾患のある18歳以上の方などに対する４回目接種が各自治体で行われてい

ますが、基礎疾患のある方は申告制を採用するなど、取扱いが３回目接種までと異なることか

ら、被接種者が混乱や不安を抱かないよう、よりきめ細かい接種勧奨が求められますが、道とし

ての今後の対応について伺います。

我が会派は、保健所業務が逼迫してきたことを議会の中でも再三申し上げてきました。

第１回定例会においても、保健所業務を緩和すべく、北海道コロナ通知システムの実効性につ

いてただしましたが、経済部長からは、保健所とも連携しながら、実効性のあるシステムとなる

よう取り組んでまいるとの答弁がありました。
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しかし、６月８日付の北海道新聞では、「コロナ通知機能せず」の見出しで、この２年間の通

知実績は１件との報道がされました。

この間、保健所と連携し、どのように運用してきたのか、伺うとともに、今後、より実効性あ

るシステムの改修や利用促進に取り組むべきと考えますが、所見を伺います。

感染者全体の１割から３割が後遺症を発症し、そのうち、倦怠感のある患者の４割の人が社会

生活が困難な状態まで重症化したことが、首都圏のコロナ専門外来クリニックの調査で明らかに

なりました。

これまで、保健所が相談窓口となり、寄せられた相談の内容を取りまとめ、医師会や地域の医

療機関の皆様とも共有し、適切な医療等が提供できる体制の構築を進めてきたと承知しておりま

すが、感染者が急増したオミクロン株による第６波後、後遺症の方へのフォローアップや専門外

来の設置など、早急かつ具体的な対策が必要だと考えますが、現状の対応と今後の方針について

伺います。

道は、感染症の拡大防止、医療提供体制の拡充強化や、社会経済活動の維持存続などの対応に

ついて、各分野の学識経験者や専門家、関係団体の方々から御意見を伺いながら検証を実施する

ため、有識者会議を設置したと承知しております。

しかし、年明け以降、有識者会議は開催されていません。

感染力が強い変異株がいつ起こるとも限りません。比較的感染が落ち着いているこの時期に、

これまでの道の対策や対応についてしっかりと検証作業を行い、次の有事に備えるべきと考えま

すが、知事の所見を伺います。

次に、医療・福祉課題について伺います。

民生委員制度が始まり、100年以上が経過しました。本年は、３年に１度の改選の年に当たり

ます。

民生委員は、地域住民の生活状態を必要に応じ適切に把握し、生活に関する相談、助言や、福

祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供など、住民の福祉の増進を図るための活動

を行うなど、地域において極めて重要な役割を担っています。

しかし、担当者からは、近年、深刻な人材不足となっていると伺います。

厚労大臣に推薦する知事として、民生委員の担い手確保・育成に向け、今後どのように取り組

むのか、所見を伺います。

成年後見制度の運用については、何よりもユーザーファーストの制度であるべきですが、これ

までの連絡調整会議は、利用者側の意見を反映する場になっておらず、あまりにも軽んじられて

いると言わざるを得ません。

認知症の方の御家族へのアンケートを早急に行うことになっていたと承知しますが、いまだに

実施されていないことから、早期に実施をし、調整会議での議論、運用改善につなげていくべき

と考えますが、今後の取組について伺います。

この４月から、子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨が再開されました。
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ワクチンと因果関係が否定できない副反応が見られ、定期接種を積極的に勧奨すべきではない

とされてきたワクチンであり、接種が再開されたとなれば、今後も副反応が発生し、健康被害が

生じることも想定されます。

現在、副反応に対し、指定医療機関による相談窓口の設置や救済措置はありますが、実効性の

あるものでなければ意味がありません。

副反応が発生した全ての方々に寄り添うための支援体制の充実強化が必要と考えますが、所見

を伺います。

昨年、知事は、北海道のがんの死亡率全国平均値に向け、各市町村や関係機関、企業と連携を

し、セミナーの開催、がん検診受診促進パートナーの養成、検診時の感染防止対策の徹底などに

ついての周知を図るとともに、検診の実施主体である市町村に道内外の先進事例を情報提供する

など、受診率向上を一層推進し、より実効性のある対策の推進に努めると答弁しました。

各種取組の進捗状況をどのように評価し、目標達成に向け、今後どのように対策を推進するの

か、伺います。

次に、経済と雇用対策について伺います。

コロナ感染症対策の一助を担うワクチン接種が進み、新規感染者数も減少傾向にある中、人流

抑制が徐々に緩和に向かうと考えます。

３月22日から再開したどうみん割が６月30日までの予定であり、コロナ感染症の状況等に鑑

み、延長も視野に事業が進捗すると承知しますが、これまでの各観光需要喚起策の問題点や効果

の大きい施策について検証するとともに、今後の事業推進にどのように反映し、事業を進めてい

くのか、伺います。

また、現在、どうみん割は、道内及び東北地域が対象となっていますが、それ以外の市場規模

の大きい首都圏等からの誘客対策が重要と考えますが、今後の道の誘客の取組について伺いま

す。

さらに、外国人の受入れを１万人から２万人に増やしましたが、本道観光への波及効果は大き

く見込めず、まずは国内需要を高めることが重要です。

政府は、「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」に代わって、現在の県民割、どうみん割の見直しを進めて

いますが、再び感染が拡大した際の責任逃れからか、都道府県に丸投げしようとしているとしか

思えません。

観光需要の回復には、国が責任を持って行うよう求めるべきと考えますが、所見を伺います。

令和２年３月25日のホノルル線を最後に、国際線は２年以上運休となっています。

政府は、国際線の発着を認めている羽田など、現在の５空港に加え、新千歳空港についても本

年６月中に拡大する方針と公表し、各関係機関は準備に入っていると承知をしております。

国が示した訪日観光の再開に向け、５月24日から行った実証事業を踏まえ、新たなガイドライ

ンが観光庁から発出され、訪日観光が６月10日から再開されましたが、道として今後どのように

海外に向けたＰＲを行っていくのか、伺います。
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原油価格の高騰に伴い、石油製品の価格が上昇し、国民生活のみならず、本道の基幹産業であ

る農林水産業をはじめ、運輸、観光、食品製造、飲食など、様々な産業分野に極めて深刻な影響

が出ているほか、電気やガスなどのライフラインにも影響を与えています。

こうした中、低所得者や生活困窮者への支援はもとより、とりわけ、本道において大多数を占

める中小・小規模事業者について、業種を限定することなく、影響を最小限に緩和する支援を速

やかに講じるなど、日本経済が落ち着きを見せるまでの間、緊急避難的な対策にとどまらない支

援を講ずるべきと考えますが、知事の所見を伺います。

さらに、こうした状況の長期化も懸念される中、物価高騰等への本質的な対応策として、物価

上昇に見合った着実な賃上げの促進、税負担の軽減など、国民の所得環境が改善する政策を早急

に講じることが重要と考えますが、知事の所見を伺います。

次に、エネルギー政策について伺います。

北海道電力泊原発は、安全性に問題があるとして争われていた泊原発運転差止め訴訟で、札幌

地裁は、住民側の訴えを認め、北電に運転差止めを命じる判決を下しました。

この判決に対して、知事は、個別の司法判断についてはコメントを控えると、当事者としての

自覚が全くありません。

全基停止からこれまで8000億円以上の経費を投入しており、その費用は、電気代として消費者

が負担をし続けてきました。

全国一高い水準の電気料金に苦しんでいる道民を見てきている知事の所見を伺います。

福島第一原発事故を踏まえ、国は、原子力災害対策特別措置法に基づき、新たな対策指針を策

定し、ＰＡＺとＵＰＺを設定しました。これにより、ＵＰＺ内の全ての自治体は、新たに原子力

避難計画を作成、実施する法的責務を負うこととなったものの、地域と事業者の信頼関係にとっ

て重要な役割を持つ原子力安全協定は、事故以前のままであります。

特に、再稼働等への事前了解権の有無については、明確、統一的とは言えない基準で決まって

いる実態があることから、周辺自治体からは極めて強い不公平感が表明されています。

道民の人格権が侵害されない権利を守る立場にある知事の所見を伺います。

次に、防災・減災対策について伺います。

第１回定例会の我が会派の代表質問で、知事は、市町村ごとの被害想定の策定作業を６月中を

目途に行うと答弁しました。まずは、この策定作業がどうなっているのかを伺います。

また、改正特別措置法が５月13日に参院本会議で全会一致で可決成立しました。これによっ

て、南海トラフ地震並みに補助率が引き上げられたことになります。

しかし、補助率が従来の２分の１から３分の２に引き上がったとはいえ、津波被害の想定区域

は、昨年の赤潮被害などと重なる自治体が多数あり、道の財政支援を望む声を聞くところであり

ます。

本道の積雪寒冷地ということを考慮すれば、一刻も早い対策が必要と考えますが、知事の所見

を伺います。
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次に、２月に発生した札幌圏を中心とした大雪対策について伺います。

２月22日に検証チームが設置され、５月31日に、検証と今後の対応策に関する報告書（案）が

取りまとめられ、６月９日の北海道防災会議で報告されています。

しかし、その中身は検討にとどまっているものが多く、これらをいつまでに検討を終え、実施

できるようにするのか、明確にしなければ、同じ轍を踏むことになります。

今後の降雪期までのスケジュールも含めて、知事の見解を伺います。

また、この報告書を実効あるものにするためには、まずは、札幌市をはじめ、圏域の自治体と

の連携強化が非常に重要であると考えますが、今後どのように連携強化を図っていくのか、知事

の所見を伺います。

次に、交通政策について伺います。

輸送部門の環境負荷の低減には、モーダルシフトや輸配送の共同化、輸送網の集約等の物流効

率化が有効とされますが、特にモーダルシフトは、船舶や鉄道等の利用によりＣＯ２排出削減効

果も高く、トラックドライバー不足や長時間労働の解消にもつながります。

ゼロカーボンを推進するためにも、道として、モーダルシフトの柱の一つである鉄道貨物の利

用促進を積極的に図るべきと考えますが、知事の所見を伺います。

また、流通業務の効率化を推進するため、物流総合効率化法が平成28年に改正され、令和４年

度税制改正においても、同法の認定計画に基づく事業資産への税制特例措置の適用期限が２年間

延長されるなど、物流の複数幹線輸送等が推奨されていますが、物流利用事業者に対し、道とし

てどのように鉄道貨物をＰＲしていくのか、併せて伺います。

道内各地において人口減少やコロナ禍により公共交通利用者が減少し、交通ネットワークの維

持存続への不安が蔓延しています。

北海道交通政策総合指針の重点戦略では、グローバル化に対応する交通・物流の充実や輸送効

率化、災害に強い交通・物流の実現等を施策展開として掲げていますが、インバウンドを含めた

交通利用者を回復し、増加させるまでの道のりは遠く、災害時でも安心できる強靱な交通体系を

確保するにしても、予算が乏しいのが現状です。

交流人口の拡大はもとより、公共交通利用の促進や、ＭａａＳ等、シームレス交通の普及、運

輸連合の推進等を具体的にどのように図り、公共交通機能の維持存続をどう図っていくのか、知

事の所見を伺います。

丘珠空港の滑走路延長に関し、札幌市は、現在の1500メートルから1800メートルに延長するこ

とを柱とする利活用案を発表しました。本州の地方空港と結ぶ100席以下の小型旅客機の発着が

通年で可能となり、路線も現在の３路線から10路線程度に拡充し、１日30便の運航を70便ほどに

増便することで、年間旅客数100万人を見込むものであります。

札幌オリンピック・パラリンピック誘致や、医療、防災の拠点空港としての役割等も期待さ

れ、今秋にも丘珠空港を管理する国への要望を始めるとのことですが、札幌市と連携を図り、道

はどのように観光戦略や機能の有効活用を考えていくのか、知事の所見を伺います。
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また、過去に提案された2000メートル案で懸念された騒音の増大といった課題に関し、道では

どのように捉えているのか、併せて伺います。

次に、第１次産業の振興について伺います。

日本では、遺伝子組換え農作物の安全性を確保するため、食品や飼料は、食品衛生法、飼料安

全法、食品安全基本法で、生物多様性への影響はカルタヘナ法に基づいて、科学的に評価をし、

問題のないものだけが輸入、流通、生産される仕組みとなっています。

また、安全性が確認された遺伝子組換え農産物とその加工食品には、食品表示基準に基づき、

表示ルールが定められています。

一方、道は、今次定例会で、北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条

例の一部改正を提案しており、改正後は、食品や飼料として使用しない観賞用花卉は、カルタヘ

ナ法のみが適用となりますが、食用または飼料用以外の自己繁殖力の高い遺伝子組換え作物等を

環境に拡散させないため、道として対策を講じる必要はないのか、所見を伺います。

コロナ禍に伴う砂糖の消費減少等を背景に、農林水産省とＪＡグループ北海道、日本ビート糖

業協会の３者が、てん菜の生産農家に交付金を支給する国の糖価調整制度で対象となる生産枠を

２割程度引き下げることを視野に議論していることが明らかとなりました。

しかしながら、道内の基幹作物であるてん菜が減産になれば、農家や製糖工場を持つ地域の経

済に深刻な影響をもたらす懸念があります。

道内の畑作では、収量や品質を維持するため、てん菜と収穫時期の違う小麦やジャガイモ、豆

類を組み合わせて輪作している大規模農家も多く、輪作のバランスにも支障を来します。

貿易外交により、安価な外国産との差額の一部を調整金として輸入製糖会社から徴収し、生産

者らに振り分ける糖価調整制度がなければ、我が国のてん菜生産は成り立たない現状において、

道として、食料安全保障の観点からも、てん菜を、安心、安定的に生産できる環境を整備する責

任があります。

てん菜が減産された場合、農家の経営と農地をどう維持し、糖業の従業員やノウハウを今後ど

のように活用していくのか、見通しを明確に示した上で、その対策を具体的かつ早急に講じるべ

きと考えますが、知事の所見を伺います。

化学肥料の原料である尿素や塩化カリウムの国際価格が主要供給国のロシアによるウクライナ

侵攻等の影響で上昇していることや、輸送費の値上がり、円安進行等が背景にあり、原油等の農

業資材が軒並み高騰する中、道内の農家経営はさらなる打撃を被ることとなります。

その一方で、価格高騰のみならず、肥料が必要量を確保できるのか、安定供給面の不安も大き

い状況です。

本道農業を守るために、肥料高騰の影響緩和や原料備蓄等の対策を今後どのように進めるの

か、知事の所見を伺います。

また、原料の大半を輸入に依存する農業構造も追い打ちをかけており、これまで、道は、農薬

や化学肥料の使用を減らすクリーン農業の普及等に力を入れてきましたが、持続可能な農業の実
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現に向けて、改めて対策を急ぐ必要があると考えますが、所見を伺います。

次に、水田活用の直接支払交付金の見直しについて伺います。

交付金の給付条件の厳格化は、第１回定例会の代表質問でも、我が会派から知事の対応を伺い

ました。

生産現場からは異論が相次いでいるにもかかわらず、国は撤回の姿勢を見せていません。

また、今回の見直しに合わせて、農水省は、多年生牧草についても、種まきをせず、収穫する

だけの年の助成額削減や、飼料用米の複数年契約加算の廃止にも着手しようとしています。

本道の個々の農家経営だけではなく、地域農業の存続を大きく左右する問題であります。当

然、慎重な対応が求められますが、オール北海道での検討を進めるため立ち上げた連絡会議の検

討経過や、それを踏まえた取組状況、さらに今後の対応について、知事の所見を伺います。

昨年から続いている、いわゆるウッドショックにより、全国的に輸入材の入荷量の減少や価格

の高騰が見られる中、工務店などからは建築資材不足の声が聞こえています。

道内の製材工場では、輸送資材など、既存製品の需要もあり、建築材の増産に対応し切れてい

ない状況となっています。

今後、道として、道産建築材の供給拡大にどのように取り組んでいくのか、知事の所見を伺い

ます。

次に、北方四島周辺水域の安全操業協定について伺います。

ロシアは、今月７日、1998年に締結した北方領土周辺水域での日本漁船の安全操業を約する協

定について、日本側が協定に基づく支払いを凍結しているとして、協定の中断を検討していると

の見解を示しました。

このことにより、根室管内の漁業者からは、不当な拿捕などの危険性や９月からのホッケ漁に

影響が出るなど、不安の声が上がっています。

道では、国に対し、一刻も早い解決の取組を強く要望したことを承知していますが、このまま

ロシアの履行停止が長期にわたる場合、漁業者はもとより、業界団体や地元市町村などとも一体

となった国への働きかけなどが必要になってくると考えますが、知事の所見を伺います。

次に、人権施策について伺います。

北海道人権施策推進基本方針で、「道では、引き続きこの基本方針に基づき、人権が尊重され

る地域社会づくりに取り組んでいきます。」としていますが、地域社会では、特に伝統的な価値

観などが色濃く残っており、無意識な人権侵害の要因となっています。

基本方針の内容を地域社会にどのように浸透させていくか、伺います。

第１回定例会の中で、「積極的に人権に配慮した取組を行っている企業を募集、登録し、紹介

するなど、当該企業の社会的価値の見える化に努める」と答弁していますが、その内容と実施へ

のスケジュールについて伺います。

パートナーシップ制度について、札幌市と北見市は、二つの市の間を引っ越す場合、転出する

ときに制度の継続使用を申し出るだけで、引っ越し先でもそのまま書類を利用できるようにしま
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した。

今後、道内の各市町村間の連携が期待されていますが、市町村任せにするばかりではなく、道

が主体的に導入に向けて具体な一歩を踏み出すことが道全体の機運の醸成にもつながるのではな

いでしょうか、知事の考えを伺います。

政府は、こども家庭庁の創設に向けて進めていますが、基本理念の中に、プッシュ型支援、ア

ウトリーチ型支援とあります。必要なところに必要な支援が行き届くことが期待されますが、一

方で、多様な家族の在り方や個人の価値観は尊重されるべきと考えますが、道の所見を伺いま

す。

また、国の動きに対して、道としての組織改編や強化、今後の取組について伺います。

次に、環境政策について伺います。

４月26日に発表された脱炭素先行地域選定結果について、道内では、石狩市、上士幌町、鹿追

町が選定されました。

地域選定は年２回が想定されていますが、道内の市町村からの応募をどのように支援していく

か、伺います。

また、都道府県では公共施設群に係る取組を想定されていますが、道は、脱炭素先行地域の選

定に向けて取り組む意思があるのか、伺います。

知事と札幌市の秋元市長との行政懇談会が、２年半ぶりに、先月24日に開催されました。

今回は、札幌市が招致を進めている2030年冬季オリンピック・パラリンピックについて、招致

に向けた機運醸成へ連携を強化することで合意しましたが、開催経費の負担など、踏み込んだ議

論はされなかったと承知をしております。

第１回定例道議会予算特別委員会の知事総括質疑において、我が会派からの試算提示に関する

質問に対して、ＩＯＣが開催地を決定した後、具体的な活用方法が検討されると答弁しています

が、試算は、現時点でもある程度整理しておくべきですが、知事の所見を伺います。

次に、北方領土返還要求運動について伺います。

令和２年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、北方領土問題に関する啓

発事業や交流事業等が制約された中で、本年２月にロシアがウクライナへの侵攻を開始し、３月

には、平和条約締結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

を一方的に表明しました。

その後も、北方領土返還要求運動関係者を含む日本人の入国禁止措置を取るなど、ロシア側の

姿勢は、ますます強硬なものとなっています。

こうした情勢下、道としてどのように今後の返還要求運動を進めていくのか、知事の所見を伺

います。

次に、教育課題について伺います。

教育公務員特例法及び教育職員免許法が改正され、７月に教員免許更新制が廃止、来年４月か

ら研修記録作成が義務づけられました。
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まず、教員免許更新制の廃止に対する知事並びに教育長の所見を伺うとともに、教員不足の解

消のためにも、教員免許失効者の再授与手続の簡素化や、失効・休眠状態の免許保有等への取扱

いについてどのように周知徹底していくのか、教育長の所見を伺います。

また、研修については、教員の主体性を尊重するとともに、教員の多忙化をもたらすことがな

いよう、働き方改革の推進に向けて、実効性ある施策を講ずるなど、法改正に対する附帯決議を

遵守した研修制度にすべきと考えますが、教育長の所見を伺います。

知事は、北海道教育総合大綱の中で、誰もが生まれ育った環境に左右されずに、望む教育を受

けることができる環境を整えると述べ、誰もが同じスタートラインに立てる社会の実現のために

は、教育の無償化を強力に推進することが求められます。

今般、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が拡充されることから、学校給食の

無償化や、私立高等学校授業料無償制度における所得制限の廃止など、教育の無償化に向けて大

きな一歩を踏み出すことが可能となりましたが、知事並びに教育長の所見を伺います。

道教委は、道立高等学校入学者選抜学力検査、高校独自の学力テスト、チャレンジテスト、全

国学力・学習状況調査等の結果を相互に関連づけ、成果や課題を年内に分析し、次年度から、小

学校から高等学校までの12年間の学びを一体的に捉えた学力向上の取組を推進するとしていま

す。

しかしながら、この取組には、私立学校の生徒や高校に進学しない生徒たちが対象外になって

いることなど、矛盾を抱えています。

そもそも、教員の悩みのワースト上位に、授業準備の時間が足りないが挙げられているとの調

査結果もあることから、まずは、少人数学級の推進、教職員の定数増等により、教員がじっくり

と授業準備できる時間を確保することを優先すべきと考えますが、教育長の所見を伺います。

以上、再質問を留保し、私の質問を終わります。（拍手）（発言する者あり）

○議長小畑保則君 議事進行の都合により、このまま暫時休憩いたします。

午後１時41分休憩

午後１時43分開議

○議長小畑保則君 休憩前に引き続き、会議を開きます。

休憩前の議事を継続いたします。

知事鈴木直道君。

○知事鈴木直道君（登壇）須田議員の質問にお答えいたします。

最初に、私の政治姿勢に関し、まず、今後の道政運営についてでありますが、新型コロナウイ

ルス感染症の流行の長期化や、原油、原材料等の価格高騰などにより、本道の暮らしや経済が幅

広い分野で影響を受けている中、私としては、引き続き、感染の抑制に努めながら、社会経済活

動の回復を確かなものとするとともに、本道の将来を見据えた取組を着実に進めていく必要があ

るものと認識しております。
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このため、まずは、経済的に大きな影響を受けている皆様や事業者の方々に対し、物価高騰の

負担をできる限り軽減するための対策に迅速に取り組んでまいります。

また、本道が直面する様々な課題に対応し、医療提供体制の確保や交通ネットワークの形成な

ど、道民の皆様の命と暮らしを守る安全、安心な地域づくりを進めるとともに、本道の強みを生

かした食や観光の需要の取り込みや中小企業の方々への支援などのコロナ禍からの経済再生を進

めてまいります。

さらに、中長期的な視点に立って、地域課題の解決に向けたデジタル化やゼロカーボン北海道

の推進など、先進的な取組に挑戦することにより、活力あふれる北海道の実現に向けて取り組ん

でまいります。

次に、道政運営に臨む姿勢についてでありますが、私は、これまで、感染症をはじめとする様

々なリスクに対応しながら、本道が直面する課題を解決するため、新たな発想や行動力を大切

に、本道の将来を見据え、道民の皆様にとって必要な施策を推進してきたところでございます。

コロナ禍という困難な時代だからこそ、食や自然、文化といった本道の揺るぎない価値をさら

に磨き上げ、様々な社会変革の動きを的確に捉えながら、ポストコロナに向けて挑戦し続けてい

くことが重要と考えており、今後とも、市町村や地域の皆様の声をしっかりと受け止め、北海道

にとって何が最善かという視点を大切にしながら、国に対しても主張すべきものは主張し、本道

の持続的な発展はもとより、我が国にも貢献する地域社会の構築に向け、私自らが先頭に立って

全力で取り組んでまいります。

次に、札幌市との連携についてでありますが、私としては、本道の発展のためには、市町村と

の協力連携が不可欠であり、中でも、北海道の３分の１の方々が暮らし、都市機能が集積してい

る札幌市との連携は欠かせないものと認識しております。

このため、札幌市とは、これまでも、新型コロナウイルス対策や雪害への対応など、共通する

課題について、私と秋元市長をはじめ、様々なレベルで一体感を持って協議を行い、認識の共有

や情報の発信を行ってきたほか、先日開催した道と市の行政懇談会や北海道防災会議などの場で

緊密な連携を図ってきたところであります。

今後とも、道民や市民の皆様の関心や道と市が直面する課題などに共に向き合い、お互いの政

策やノウハウを掛け合わせることにより、札幌市を含む北海道全体の発展に向けて、取組を着実

に進めてまいります。

次に、今後の財政運営についてでありますが、道財政は、令和４年度以降も収支不足額が生じ

る見込みにあることに加え、感染症への対応が長期化する中、原油価格や物価の高騰などによ

り、地域経済への影響なども懸念されることから、今後も厳しい状況が続く見通しにあります。

こうした中、道では、このたび拡充された地方創生臨時交付金も最大限活用し、本道経済への

影響緩和や活性化に向けた緊急経済対策案を取りまとめたところであります。

今後の感染状況や原油価格等の動向によっては、さらなる財政需要が生じることも想定される

ことから、道としては、様々な歳入確保に努めることはもとより、全国知事会と連携しながら地
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方創生臨時交付金の追加配分を国に求めるなど、情勢の変化に機動的かつ的確に対応できるよう

取り組んでまいります。

次に、本社機能の移転についてでありますが、世界的な感染拡大を契機として、リスク分散や

新しい働き方の視点から、テレワークやオフィスの地方分散化といった動きが広がっており、本

道においても、豊かな生活環境などに着目した本社機能移転の動きが見られ、そうした中には、

大型の設備投資を行う事例も出てきております。

このため、道では、今年度、産業振興条例に基づく助成制度を改正し、これまでの賃料への支

援に加え、新たにオフィス建設等の投資も支援の対象に追加したところであります。

道としては、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

位性を生かし、本社機能の移転の一層の促進に取り組むとともに、進出企業へのフォローアップ

に努め、雇用の受皿の拡大や本道経済の活性化につなげてまいります。

次に、道内旅行に向けた安全で安心な環境づくりについてでありますが、観光産業は、裾野が

広く、自然災害や大規模事故などが発生した際は、地域の様々な幅広い産業に大きな影響を及ぼ

すことが懸念されます。

道としては、安全で質の高いサービスを提供するアウトドアガイドの育成はもとより、今回の

ような悲惨な事故が二度と繰り返されることのないよう、国や関係団体の方々と連携しながら、

各旅客船事業者の方々を訪問し、気象条件の慎重な判断や他船との連絡体制強化といった安全対

策の取組を発信するための働きかけを行うとともに、地域の観光協会や全道の旅客船団体の方々

が実施する安全な旅の提供に向けた取組などを広く全国に発信する活動等に対し、緊急的な支援

を行うことで、マイナスイメージの払拭を図ってまいります。

また、指導権限を有する国に対して、事業者の方々の安全対策に関する指導監督の徹底を求め

てまいります。

今後とも、誰もが安心して道内旅行を楽しんでいただける環境づくりに努めてまいります。

次に、今後の対応についてでありますが、２年を超える新型コロナウイルス感染症の流行によ

り、暮らしや経済に幅広く影響が及ぶ中、私としては、ウイルスの変異をはじめとする状況の変

化も踏まえながら感染の抑制に努めるとともに、原油、原材料等の価格高騰など、直面する課題

に迅速に対応しつつ、社会経済活動の回復を確かなものとしていく必要があると認識していま

す。

このため、引き続き、本道の広域性も考慮し、検査・医療提供体制の確保や基本的な感染防止

対策の呼びかけなどに取り組むとともに、このたび取りまとめた緊急経済対策案に基づき、経済

的に大きな影響を受けている事業者の方々や道民の皆様を緊急的に支援するほか、本道の強みで

ある、感染症の影響を大きく受けた食や観光の魅力発信による販路拡大や誘客促進の取組に加

え、今後の成長につながる新たな取組を促進することにより、足元の影響緩和と企業の皆様の競

争力の強化に取り組み、本道経済の活性化につなげてまいります。

次に、ワクチンの廃棄などについてでありますが、これまで、国からは、希望する方が円滑に
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接種を受けられるよう、全国的に対象者数を上回る量のワクチンが配分されてきた中、道では、

有効期限の短いものから順に使用するよう、実施主体の市町村への周知に努めてきたところであ

ります。

また、市町村から在庫量や今後の使用見込みといった情報を適時伺うなどしながら、市町村間

の融通をきめ細かく進めてきておりまして、一部地域において未使用ワクチンが有効期限を迎え

る状況があるものの、可能な限りワクチンの有効活用が図られているものと認識をしています。

道としては、今後とも、市町村と協力しながら、接種の進捗状況に応じて、国からの配分量の

調整や市町村間の融通など、ワクチンを最大限有効に活用する取組を地域と一体となって進めて

まいります。

次に、４回目接種についてでありますが、国では、４回目接種は、新型コロナウイルス感染症

の重症化予防を目的として、60歳以上の方や基礎疾患を有する方などを対象としており、道で

は、対象となる方々が接種の趣旨や申込み手順などを十分理解した上で接種を検討いただくよ

う、市町村と連携して広く周知を図っているところであります。

特に、基礎疾患を有する方には、医師会にも御協力いただくなどして、接種に関するきめ細か

な情報提供を進めているところであります。

今後とも、希望される皆様が円滑に接種を受けることができるよう、市町村や医療関係団体な

どとより一層連携協力を深め、ＳＮＳやリーフレットといった様々な媒体を活用しながら取扱い

を分かりやすく伝えるなどして、その接種の促進に努めてまいります。

次に、罹患後症状、いわゆる後遺症への対応などについてでありますが、道では、この感染症

の罹患後に何らかの症状に悩む方々が身近な地域で円滑に相談や受診ができる環境を整えること

が重要と考え、これまで、道立保健所を中心に丁寧に相談対応等に努めるとともに、診療に御協

力いただける医療機関の確保に積極的に取り組んできたところでございます。

こうした中、国の研究事業では、重症度の高い方ほど症状が長引く傾向にあることなどが報告

されているほか、本道においても、今般のオミクロン株による感染拡大とそれ以前を比べると、

感染者数が大幅に増えた一方、入院や重症患者の割合は減少し、罹患後症状の相談件数もほぼ横

ばいであるということに鑑みると、道としては、今後とも、重症化を予防するためのワクチン接

種の促進に加え、地域の相談窓口や新たな知見の周知等も進めながら、引き続き、地域の医療機

関に診療への御協力を働きかけるなどして、罹患後症状で悩む方々への支援体制の充実に努めて

まいります。

次に、これまでの対策についてでありますが、道では、日頃より、有識者の方々に御意見をい

ただきながら対策を講じるとともに、感染動向を踏まえ、節目節目において改めて御意見を伺っ

た上で、道の一連の取組について振り返りを行い、その後の対策に生かしてきたところでありま

す。

また、オミクロン株の知見が蓄積され、重点措置の終了の考え方など、国の対応にも変化が見

られたことから、全国知事会を通じ、国にレベル分類の運用や重点措置の適用の明確化等を求め
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てまいりました。

こうした中、国においては、専門家の方々により、変異株の特徴を踏まえた今後の対応の在り

方について議論が行われるとともに、新たに有識者会議を設置し、これまでの特措法に基づく対

応をはじめ、中長期的な観点からの課題整理を行っており、６月15日にその報告書が取りまとめ

られたところであります。

今後の感染拡大に備え、これまでの道の対応について、有識者会議を開催し、御意見を伺うに

当たっては、これら専門家や有識者の方々の議論を経た国の考え方を踏まえて、速やかに対応し

ていくことが重要でありますことから、道としては、今後の国の動向や感染状況等を見極めなが

ら、そのタイミングについて検討してまいります。

次に、医療・福祉課題に関し、まず、民生委員の確保についてでありますが、民生委員は、生

活経験が豊富で、社会福祉活動に理解がある方に担っていただいており、近年は、過疎化の進行

や定年延長など働き方の変化、住民の皆様が抱える課題が複雑・多様化してきていることに伴っ

て業務量も増加するなど、市町村からは、担い手の確保に苦慮している状況と伺っているところ

であります。

このため、道は、市町村や民生委員児童委員連盟などからの御意見も踏まえ、年齢制限の引上

げや、担当地区に居住する年数要件の撤廃など、より人材を確保しやすくなるよう制度の改善を

図るとともに、今後とも、民生委員活動が、住民に寄り添い、やりがいがあることを啓発してい

くこととしております。

また、市町村に対しては、地域の福祉関係者の方々のネットワークづくりなど、負担感のない

活動体制が整えられるよう助言に努めており、今後とも、地域が必要としている民生委員が安定

的に確保されるよう取り組んでまいります。

次に、成年後見制度についてでありますが、急速に高齢化や核家族化が進む中、認知症など、

権利擁護が必要な方が増加し、成年後見制度の役割が高まる一方で、利用に伴う費用負担や資産

運用ができないといった財産管理上の問題、後見人の不祥事の発生といった課題が指摘され、利

用が進んでいない現状にあります。

このため、道では、利用者の方々がメリットを実感できる制度運用に向け、認知症や障がいの

ある方の当事者団体と利用される方々の意見を聴取する方法について協議してきたところであり

ます。

こうした中、当事者の全国団体により、詳細なアンケート結果がまとめられましたことから、

内容をしっかり受け止め、今年度から、より直接的、具体的に御意見を伺うことができるよう、

連絡調整会議に二つの団体の代表の方に参画いただいたところであり、今後、より丁寧に御意見

を伺えるよう会議を運営し、引き続き、後見人の育成に取り組むなど、運用改善を図りながら成

年後見制度の利用促進に取り組んでまいります。

次に、子宮頸がんワクチンの副反応への対応等についてでありますが、道では、保健福祉部と

道教委に相談窓口を設置し、副反応に関する幅広い相談に応じているほか、北大病院や札医大病
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院が協力医療機関となって、地域の医療機関の連携による診療体制をサポートしており、こうし

た体制がより実効あるものとなるよう、副反応事例等の収集や共有のほか、研修会の開催など、

地域の相談支援や医療体制の充実強化に取り組んでいるところであります。

また、４月から積極的勧奨が再開されたことを踏まえ、接種対象者の方々や保護者の皆様に、

道のホームページはもとより、市町村を通じ、相談や診療等に関する丁寧な情報発信にも努める

などして、引き続き、道医師会や道教委等との緊密な連携の下で、お一人お一人に寄り添った対

応に努めてまいります。

次に、本道におけるがん対策についてでありますが、がんによる年齢調整死亡率を、目標であ

る全国平均値に近づけるためには、検診の受診率を上げ、早期発見につなげることが重要である

と認識しています。

このため、道では、これまでも、がん検診の啓発リーフレットを広く配布するほか、市町村に

受診促進に資する先行事例を情報提供するなどの取組を進めてまいりましたが、本道の受診率は

全国でも低位にとどまっており、十分な改善には至っていない状況であります。

こうしたことから、今後、道民の皆様に、定期的な検診受診や早期発見の重要性などについて

一層の理解を深めていただくため、企業ぐるみでがん検診受診を進めるがん対策サポート企業の

登録促進をはじめ、市町村や関係団体、企業の方々との連携と協働により、様々な広報活動を展

開するなどして、道民の皆様とともに、がんに負けない社会の実現に向け取り組んでまいりま

す。

次に、経済と雇用対策に関し、まず、観光需要の喚起についてでありますが、道では、これま

で、時々の感染状況や社会情勢を踏まえながら、様々な形で旅行割引支援を実施してきたところ

でありますが、こうした支援制度は、助成額を大きく上回る宿泊支出が生じることに加え、クー

ポン券の付与により、地域における飲食やお土産などの消費拡大にもつながるなど、観光関連産

業の支援には大変有効であると考えているところでございます。

制度の実施に当たり、これまで、道では、事業者の皆様の事務手続の省力化を進めるととも

に、この４月からは、コロナ禍における新たな働き方として需要が高まるワーケーションを対象

に加えるなど、様々な改善を加えてきたところでありますが、今後とも、関係者の声を踏まえな

がら、不断の見直しを進めてまいります。

また、どうみん割の実施などにより、道内の観光需要は回復傾向にありますが、今後、一層増

加させていくためには、道外の需要を積極的に取り込んでいくことが重要であり、引き続き、国

に「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の再開を強く求めるとともに、目前に迫った繁忙期需要を確実に確

保するため、首都圏をはじめとする道外での大々的なプロモーションを実施してまいります。

次に、事業者の方々などへの支援についてでありますが、このたび道が取りまとめた緊急経済

対策案は、低所得の方や生活に困窮されている方々に加え、経済的に大きな影響を受けている全

ての業種の事業者の方々を緊急的に支援することはもとより、生産性の向上や販路開拓など、今

後の成長につながる新たな取組を促進することとしております。
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道としては、こうした支援を通じ、道内の中小企業等が給与支給額を一定以上増加させた場

合、その一部を法人税などから控除できる賃上げ促進税制の活用にもつなげられるよう、事業者

の方々の経営基盤の強化を後押しするとともに、引き続き、国に対し、最低賃金の引上げを図る

企業の皆様への助成制度の拡充を要望するなど、中小企業等が賃上げしやすい環境整備に取り組

んでまいります。

次に、エネルギー政策に関し、まず、電気料金などについてでありますが、全国的にも高い水

準の電気料金は、道民の皆様の生活や道内経済に大きな影響を与えており、道では、これまで、

北電に対し、様々な機会を捉えて、あらゆる分野にわたり経費を見直し、さらなる経営の合理化

や効率化に取り組むよう求めてきたところであります。

私としては、電力は、暮らしと経済の基盤であり、安全性を前提に、安定供給の確保やコスト

の低減、環境への適合を図りつつ、社会経済の変化にも柔軟に対応できるよう、多様な構成とす

ることが重要であると考えております。

今後とも、北電に対し、道民の皆様の生活や道内経済を支える電力の安価で安定的な供給に万

全を期すとともに、身近な地域で自立的に確保できる新エネルギーのさらなる導入拡大に取り組

むよう求めてまいります。

次に、再稼働に関する地元同意についてでありますが、国のエネルギー基本計画では、原発

は、安全性を全てに優先させ、原子力規制委員会により、世界で最も厳しい水準の規制基準に適

合すると認められた場合には、その判断を尊重し原発の再稼働を進め、その際、国も前面に立

ち、立地自治体等関係者の方々の理解と協力を得るよう取り組むとしております。

再稼働に関する地元同意の範囲について、様々な御意見があると承知をしておりますが、私と

しては、関係自治体の範囲も含め、具体的な手続については国が明確にすべきと考えておりま

す。

こうした考え方については、原発立地道県共通の認識として、引き続き、原子力発電関係団体

協議会を通じて、国に求めてまいります。

次に、防災・減災対策に関し、まず、巨大地震への対応についてでありますが、道では、地域

における防災対策の検討を促進するため、市町村ごとの被害想定について、６月中をめどとして

策定準備を進めてきたところでありますが、国が示した被害想定との精査などに時間を要してい

ることから、今月中の策定は難しい状況にあるものの、７月中には策定できるよう取り組んでま

いります。

日本海溝・千島海溝地震特別措置法については、先月13日、避難施設等の整備に対する国庫補

助率のかさ上げなどを含む改正が行われたところであり、今後、国では、かさ上げが適用される

こととなる特別強化地域の指定が進められますが、指定に当たっては、太平洋沿岸地域など、津

波により著しい影響がある全ての市町村が指定されるよう求めてまいります。

また、積雪寒冷地における避難施設等の整備に要する事業費は、多額となることが想定される

ことから、かさ上げ後の市町村負担に対する地方財政措置の充実を求めるとともに、市町村の防
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災・減災対策を支援する観点から、道としても様々な検討を進めてまいります。

次に、交通政策に関し、まず、鉄道貨物についてでありますが、鉄道貨物輸送は、大量輸送が

可能な環境に優しい輸送手段であり、我が国の食を支える本道の農産品や道外からの生活必需品

を輸送するなど、本道の物流において重要な役割を担っております。

道としては、こうした鉄道貨物が果たしている様々な役割や、輸送品目、ロットなどの取引条

件に応じて、トラックや鉄道、船舶などの輸送手段が選択されている状況を踏まえ、引き続き、

北海道交通政策総合指針の重点戦略に基づき、物流の効率化、脱炭素化に向けて、国の事業も活

用しながら、共同輸送の推進を通じたトラック輸送から鉄道輸送へのモーダルシフトなどに、国

や物流事業者などの関係者の方々と連携しながら取り組んでまいります。

次に、持続可能な交通ネットワークの実現についてでありますが、本道の公共交通を取り巻く

環境は、人口減少や高齢化の進行による利用者の減少に加え、コロナ禍における交通需要の減少

により、今なお厳しい状況が続いているところであります。

このため、本道における交通環境の変化に的確に対応するため、令和３年３月に北海道交通政

策総合指針に新たな重点戦略を設定し、各般の施策の推進を図っており、コロナ禍で失われた交

通需要の回復に向けて、ぐるっと北海道をはじめ、市町村等との連携による公共交通の利用促進

に向けた取組を積極的に展開するとともに、地域においては、飲食店とバス事業者の方々が連携

した十勝版ＭａａＳ、道北のバス事業者３社が連携した「かみくるパス」などといった、多様な

主体が緩やかに連携した取組を道内各地で進めてきたところであります。

道としては、こうした取組を促進させていくことが北海道型運輸連合の枠組みにつながってい

くものと考えており、引き続き、市町村や交通事業者の方々の声をお聞きし、課題を共有しつ

つ、本道の持続的な交通ネットワークの確保に向け、指針に掲げる各般の施策展開を着実に推進

してまいります。

次に、丘珠空港についてでありますが、広域交通拠点となる空港を目指し、滑走路の延伸な

ど、空港機能の強化に取り組むとした札幌市の丘珠空港の将来像の案は、道内航空ネットワーク

の拠点空港として、観光やビジネスなど、幅広い分野での役割を果たしていくとした道の北海道

航空ネットワークビジョンにおける将来展望と軌を一にするものであり、ビジョンに示した将来

展望の実現に向け、今後、丘珠空港の利活用が図られるよう、道としても札幌市と緊密に連携し

ながら取り組んでまいります。

また、騒音に関し、札幌市は、運航便数などについて、環境基準を超えない範囲での運用とな

るよう取り組んでいくとしており、道としても、基準を超える運用は行われないものと考えてい

るところでございます。

次に、第１次産業の振興に関し、まず、てん菜の安定生産についてでありますが、砂糖の原料

であるてん菜は、小麦や豆類、バレイショとともに、本道の畑作農業に欠かせない基幹作物であ

ることに加え、製糖工場は、地域の雇用や経済を支える重要な役割を果たしており、今後とも安

定的に生産を進めていくことが重要であります。
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一方、砂糖の消費量は、毎年２万5000トン程度減少する中、本年３月以降、ＪＡグループ北海

道と道内の糖業３社、農林水産省は、今後のてん菜生産の在り方について意見交換を行っており

ますが、現時点で何ら方針が決まったわけではないものと承知をしております。

てん菜は、輪作体系の維持に重要な作物でありますことから、道としては、国の事業や普及セ

ンターによる技術指導を通じた省力化や、関係団体の方々の連携した砂糖の消費拡大を進めるな

ど、生産者の皆様が意欲を持って営農できるよう取り組んでまいります。

次に、水田活用の直接支払交付金についてでありますが、道では、今回の国の見直しが、交付

金の減少にとどまらず、地域農業に様々な影響を及ぼす可能性があることから、関係機関や団体

のオール北海道で構成する連絡会議を設置し、地域が抱える課題や、牧草の交付金単価の見直し

に対する道独自の上乗せ措置案などについて確認するとともに、現場の課題の検証や課題解決に

向けて必要な対策の検討を進めているところであります。

国は、今後５年間で現場の課題を検証しながら見直しを進めることとしておりますことから、

道としては、地域における今後の産地形成の検討を進めるとともに、連絡会議で明らかとなった

課題も踏まえ、本道の実情に即した制度の運用や必要な支援を国に求めるなど、水田地域の農業

が持続的に発展できるよう取り組んでまいります。

次に、道産建築材の供給拡大についてでありますが、建築材の輸入量の減少や価格の高騰な

ど、世界の木材流通の状況が大きく変化する中、道産建築材の需要の増加に的確に応えていくた

めには、工務店などが求める品質や性能の確かな製品を安定供給できる体制を構築することが必

要であります。

このため、道では、国や関係団体の方々と連携し、原木の供給量の増加に取り組むとともに、

製材工場とプレカット工場の連携を促すほか、本定例会の冒頭で議決いただいた事業などを活用

し、製材工場における建築材の増産に要する経費や乾燥施設等の整備に支援し、生産力の向上を

早期に図るなど、道産建築材の供給拡大に向け、スピード感を持って取り組んでまいります。

次に、北方四島周辺水域の安全操業についてでありますが、この水域の安全操業は、平成10年

に締結された日ロ漁業協定に基づき、毎年の交渉で決められる操業条件の下で行われ、地元漁業

者の方々の操業機会の確保と関連産業も含めた地域経済に大きく貢献している重要な漁業であ

り、このたびロシア側から一方的に発表した履行停止の措置は大変遺憾であります。

このため、道では、本協定の下で操業が継続できるよう、ロシアへの強力な働きかけについて

国に緊急要請を行ったところであります。

引き続き、国や関係団体の方々と連携を図りながら情報の収集や提供に努め、今後の状況を踏

まえ、地域の皆様とともに必要な対応を国に求めるなど、これまでと同様に安全操業が行われ、

地域経済に影響を与えることがないよう取り組んでまいります。

次に、人権意識の高揚についてでありますが、他者への思いやりや豊かな情操など、倫理観、

人格の多くは、地域での触れ合いなどを通じて、年少時に形成されますことから、家庭や地域社

会の在り方は、人権意識を育む上で重要であると認識しています。
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このため、道では、人権施策推進基本方針に掲げる女性や高齢者などの各分野について、学習

の場の提供や指導者の育成、啓発資料の配布などを行うとともに、法務局など国の地方機関や、

市町村、民間団体の方々とも連携しながら、道内各地で地域の実情に応じた教育、啓発に取り組

んでいるところであります。

道としては、引き続き、道民の皆様一人一人が人権に関する知識を確実に身につけ、この問題

を自分自身のこととして捉える感性や人権への配慮が自らの態度に表れるような意識を育むこと

ができるよう、家庭、学校、地域社会など、あらゆる場を通じ、子どもからシニアまで幅広くお

のおのの世代に応じた人権教育・啓発を推進してまいります。

次に、パートナーシップ制度についてでありますが、この制度は、性的マイノリティーへの理

解促進を図る取組の一つとして、住民の皆様に最も身近であり、住民登録などの事務を担う市町

村を中心に導入されてきたものと承知しており、道内の市町村においても、各地域における制度

への理解や必要性など、その実情に応じて検討が進められていくことが望ましいものと考えてお

ります。

道としては、この制度を導入あるいは検討する背景にある性の多様性について、より多くの方

々に理解を深めていただくことが優先して取り組むべき政策課題であると考えております。

引き続き、パートナーシップ制度の運用状況や、市町村の性的マイノリティーの施策に関する

考え方などについて把握し、情報共有するとともに、性的マイノリティーに関する取組が進むよ

う、様々な手法を活用して人権教育や啓発などに取り組んでまいります。

次に、脱炭素先行地域の応募に向けた支援についてでありますが、脱炭素先行地域の第１回選

定では、全国79件の応募から26件が採択され、そのうち、道内からは、地域資源を生かした再エ

ネの地産地消による活性化モデル等を訴えた３市町が選定され、都道府県では最多となったとこ

ろであります。

道では、本年夏に見込まれる２回目の募集に向け、今月10日、今回の選定に係る評価ポイント

などを解説した勉強会を開催し、参加した80市町村に対し、今後の応募に向けた準備を促したと

ころでございます。

道としては、今後、応募を考える市町村に対し、振興局や地方環境事務所とも連携し、国への

提案内容の磨き上げを支援するとともに、市町村の意向を踏まえながら、道との共同提案につい

て検討するなど、さらなる先行地域の採択に向け取り組んでまいります。

次に、冬季オリンピック・パラリンピックについてでありますが、ＩＯＣは、来年５月にイン

ドのムンバイで開催される総会で、2030年冬季オリパラの開催地を決定する見通しを明らかに

し、12月の理事会で、狙いを定めた対話の対象となる候補地を絞り込む意向を示しております。

このため、市では、次のステージへの移行に向け、大会概要（案）の更新準備を進めており、

この中で会場候補となっている真駒内公園屋内競技場に関しても、現時点において想定される改

修内容などについて、市と道で調整、協議を行っているところであります。

道としては、招致主体となる市やＩＯＣが示している既存施設を最大限活用するとした大会コ
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ンセプトなどを踏まえるとともに、大会開催後の活用等も含め、検討を進めてまいります。

次に、北方領土返還要求運動についてでありますが、今年２月のロシアによるウクライナ侵略

により、平和条約締結交渉や交流等事業の今後を見通すことはできないが、返還を切に願う元島

民の方々は高齢となり、北方領土問題の解決に一刻の猶予も許されない状況であります。

私としては、他国との領土問題を考える機会が増え、関心が高まっている今こそ、北方領土問

題について多くの皆様に働きかけていくことが重要と考えており、今月２日、機を捉えた啓発活

動の一層の強化などを政府に要望し、岸田総理には、政府としても改めて強い思いでこの問題に

取り組んでいくとの決意を示していただいたところであります。

こうしたことから、道では、世論の一層の喚起が図られるよう、ＩＣＴを活用した手法により

若い世代に対するアプローチを重点的に行うとともに、国や関係団体、元島民や思いを受け継ぐ

後継者の方々との連携を強化し、粘り強く返還要求運動に取り組んでまいります。

次に、教育課題に関し、まず、教員免許の更新制についてでありますが、この制度は、教員免

許の更新に必要な講習受講時間の確保が教員の負担になっているといった課題も指摘されていた

ことから、このたびの教育職員免許法の改正により、本年７月から免許更新制は発展的に解消さ

れるものと承知をしており、教員の方々の負担軽減のみならず、教員不足の解消につながるもの

と考えております。

私としては、北海道で育つ全ての子どもたちが質の高い教育を受けられるよう、教員の方々が

健康で生き生きとやりがいを持って勤務できる環境の整備を図ることが重要であると考えており

ます。

引き続き、道教委と連携しながら、教員の主体性を尊重した効果的な研修を実施するなどし

て、教員の資質能力の向上に取り組んでまいります。

最後に、教育費についてでありますが、道では、子どもたちが生まれ育った地域や家庭の経済

状況などにかかわらず、質の高い教育を受け、将来の夢に向かってチャレンジできる環境づくり

が重要と考えております。

このため、国の就学支援金と道の授業料軽減補助金を組み合わせ、所得が一定水準を下回る世

帯を対象とした私立高校の授業料の実質無償化に取り組むなど、教育費に係る保護者の方々の負

担の軽減を図り、子どもたちの多様な教育機会の提供に努めてきたところであります。

私としては、子どもたちが生まれ育った環境に左右されずに、望む教育を受けることができる

よう、引き続き、道教委と連携しながら、必要な財政措置を国に要望するとともに、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をはじめ、様々な制度を活用し、授業料以外の教育経費

も含め、保護者の方々の負担軽減など、教育環境の充実に取り組んでまいります。

なお、その他の質問につきましては、担当の部長から答弁をさせていただきます。

○議長小畑保則君 総合政策部次世代社会戦略監渡邉宏和君。

○総合政策部次世代社会戦略監渡邉宏和君（登壇）北海道Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の推進についてで

ございますが、デジタル技術を活用した活力あふれる未来社会の実現のためには、人材確保や通
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信基盤の整備など、様々な課題があることから、道では、今年度、専門的知見を有するアドバイ

ザーを市町村に派遣し、地域の実情を伺うなどにより、取り組むべき課題を把握しているところ

でございます。

また、有識者や事業者、市町村など、幅広い方々で構成する推進会議において、行政サービス

のデジタル化や、遠隔医療、遠隔教育、スマート農林水産業など、幅広い分野で本道の実情を踏

まえたデジタル化の取組について情報共有や議論を行い、オール北海道で加速してまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 経済部長中島俊明君。

○経済部長中島俊明君（登壇）新型コロナウイルス感染症対策に関し、コロナ通知システムにつ

いてでございますが、本システムは、濃厚接触者となる可能性がある方に注意喚起を行うこと

で、感染拡大を防止する一つの手段でございまして、これまで、庁内の情報交換を密にしなが

ら、登録手続の簡素化を図るためのシステム改修を行うなど、利用拡大に向けた取組を進めてき

たところでございます。

一方、オミクロン株の拡大以降、国の基本的対処方針の改正により、積極的疫学調査が医療機

関や高齢者施設等に重点化されたこともございまして、登録者に対して接触通知を行う事例は発

生しておりませんが、道といたしましては、今後とも、政府のコロナ対策の動きを注視しなが

ら、国の方針の変更などにも柔軟に対応できるよう、本システムを管理運営し、様々な状況に備

えてまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 経済部観光振興監山﨑雅生君。

○経済部観光振興監山﨑雅生君（登壇）外国人観光客の誘客に向けた取組についてでございます

が、本道における観光需要は、春以降、どうみん割の実施などにより回復傾向にあるものの、今

後、本道観光の本格的な再生に向けては、内外の需要を取り込んでいくことが不可欠でございま

す。

このため、道では、外国人観光客について、国の万全な感染防止対策を前提に、入国制限の一

層の緩和を求めるとともに、その状況を注視しつつ、海外の旅行事業者に対するツアー造成の働

きかけや、ウェブやＳＮＳを通じた情報発信の取組を一層加速するとともに、国際線再開に向け

て航空会社と意見交換を行うなど、海外の誘客活動を推進することで、本道の観光需要の回復に

取り組んでまいる所存でございます。

○議長小畑保則君 総務部危機管理監古岡昇君。

○総務部危機管理監古岡昇君（登壇）雪害への対応についてでございますが、道では、本年２月

の記録的な降雪により大規模な交通障害が発生をし、道民の皆様の社会経済活動などに支障が生

じたことを重く受け止め、北海道雪害対策連絡部に雪害対応検証チームを設置して、関係機関に

おける対応の検証とともに、課題を抽出し、今後の対応策を取りまとめ、去る９日、道の防災会

議に報告をいたしました。
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今回の検証に参加をした各機関は、次の降雪期に備え、検証結果をそれぞれの雪害予防対策や

応急対策に確実に反映することとしており、道といたしましても、この報告書に沿って、おのお

のの機関のさらなる検討や取組の状況を適時適切に把握するとともに、実践的な訓練を積み重ね

るなど、連携をさらに強化しながら、対策が着実に図られるよう努めてまいります。

また、雪害発生時の防災体制を強化するため、雪害対策連絡部に新たに札幌市にも参画いただ

くこととしておりますほか、札幌市において新たに設置、開催を検討することとしております除

排雪に関する連絡調整会議に道も参画し、豪雪時の連絡体制や雪捨場の確保に関する情報共有を

行うなど、札幌市との連携強化を図るとともに、その他の市町村につきましても、必要に応じ、

ウェブ会議等により地域のニーズを把握するなどし、雪害対策連絡部との情報共有の強化を図る

こととしているところでございます。

以上でございます。

○議長小畑保則君 農政部食の安全推進監野崎直人君。

○農政部食の安全推進監野崎直人君（登壇）遺伝子組換え作物の環境への影響などについてであ

りますが、今回の北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例の改正は、

条例の対象範囲を食用及び飼料用に整理し、食に根差した条例であることを明確にするものであ

ります。

一方、改正後に条例の適用対象外となる観賞用の遺伝子組換え作物についても、カルタヘナ法

に基づいて、国内に自生している野生種との交雑や駆逐の可能性、野生動植物に対する有害物質

の生産の有無などについて審査を経た後、生物多様性への影響がないもののみが承認される仕組

みとなっていることから、生態系に影響を与えることはないと考えております。

道といたしましては、今回の改正を通じて、今後とも、本条例の最も重要な趣旨である、消費

者の皆様から信頼される安全で安心な食品の生産及び供給に取り組んでまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 農政部長宮田大君。

○農政部長宮田大君（登壇）農業政策に関し、肥料高騰対策などについてでありますが、道で

は、農業経営が直面する肥料価格高騰の影響を緩和するため、このたびの緊急経済対策におい

て、肥料購入費の一部を支援するとともに、国の事業を活用した土壌分析による肥料の削減を進

めるほか、肥料価格高騰に対応したセーフティーネットの構築を国へ提案してきたところです。

また、家畜排せつ物の利用などによる健全な土づくりを基本に、農業の自然循環機能を維持増

進させる有機農業やクリーン農業の加速化に向けた取組を進め、持続可能で足腰の強い本道農業

の確立に努めてまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 環境生活部長森隆司君。

○環境生活部長森隆司君（登壇）人権施策に関し、企業の社会的価値の見える化についてでござ

いますが、道では、今年度、積極的に人権に配慮した取組を行っている企業を募集し、道のホー
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ムページで紹介する制度を導入することとしており、現在、基本方針に掲げる各分野ごとに、企

業に取り組んでいただきたい項目や、参加しやすい仕組みなどについて、道内の経済団体等と意

見交換を行いながら検討を行っているところであります。

道といたしましては、この制度の普及を通じまして、道内の企業に対し、人権への十分な配慮

が企業の評価や信頼性を高めるということへの理解を広げてまいる考えでございます。

○議長小畑保則君 保健福祉部少子高齢化対策監鈴木一博君。

○保健福祉部少子高齢化対策監鈴木一博君（登壇）人権等施策に関し、こども家庭庁についてで

ございますが、こども政策の新たな推進体制に関する基本方針では、常に子どもの最善の利益を

第一に考え、子どもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、その権利を保障し、誰一人取り残さ

ず、健やかな成長を社会全体で後押しするための司令塔役として、こども家庭庁を創設すること

としております。

道といたしましても、昨今、多様な家族の在り方がある中で、子どもや子育てをする当事者の

方々の様々な意見を尊重し、政策の立案に反映しながら、制度や組織、年齢の壁を越えた、切れ

目のない包括的な支援に向けた取組を展開していくことが重要と認識いたしております。

今後、こども家庭庁の具体的な機能や新年度事業の検討状況も注視しながら、子どもや家庭が

抱える様々な課題に的確かつ迅速に対応できますよう、教育庁をはじめ、庁内関係部で構成する

検討委員会で必要な検討を進めてまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 教育長倉本博史君。

○教育長倉本博史君（登壇）須田議員の御質問にお答えをいたします。

教育課題に関しまして、まず、教員免許の更新制廃止等に伴う対応についてでありますが、免

許更新制は、教員が最新の知識や技能を習得するために効果がある一方、講習が負担になってい

るといった課題が指摘をされていたところであり、本年７月以降の更新制の発展的な解消によ

り、教員の負担軽減はもとより、教員不足の解消にも一定程度資するものと考えております。

保有免許の取扱いなどにつきましては、失効や休眠状態の免許状保有者と接する機会のある関

係団体に周知をするほか、道教委のホームページに分かりやすく掲載をするとともに、知事部局

と連携をして、道の広報手段を活用するなど、様々な手段を通じて、積極的かつ丁寧に周知をし

てまいります。

また、更新制廃止に伴う新しい研修制度については、国会の附帯決議にあるとおり、教員の主

体的な姿勢を尊重することや、教員の多忙化に十分留意することなどが重要であると認識をして

おり、今後、法改正を踏まえて示される国からの具体的な方針に基づき、教員の資質の向上を図

るために、負担軽減にも配慮した効果的な研修となるよう取組を進めてまいります。

次に、教育環境の充実に向けた取組についてでありますが、子どもたちが家庭の経済状況に左

右されることなく、ひとしく教育を受けることができる環境を整備することは、全ての子どもた

ちが夢や希望を持ち、心身ともに健やかに成長する上で大変に重要です。
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そのため、道教委では、就学援助制度や奨学給付金などの各種支援制度を周知するほか、子ど

もたちの居場所づくりや、地域の学習支援の機能を持つ放課後子ども教室や子ども未来塾などを

実施する自治体等に支援を行うなど、具体的な支援策や子どもの居場所づくりの普及に努めてお

ります。

道教委といたしましては、引き続き、各種支援制度の周知や一層の利用促進を図るほか、子ど

もたちの不安や悩みに寄り添える相談体制の充実に向け、スクールソーシャルワーカーの配置を

進めるとともに、就学支援やＩＣＴ環境の整備、学校給食の保護者の負担軽減に係る財政措置を

国に要望するなど、誰一人取り残されることなく、安心して学習に打ち込める教育環境づくりに

取り組んでまいります。

最後に、学力向上の取組についてでありますが、本道の全ての子どもたちが、自ら可能性を発

揮し、未来社会を切り開いていく力となる確かな学力を育成する指導を一層充実させることは重

要です。

道教委では、今後、公立の各学校段階で実施される学力調査等を活用して、小・中・高を通し

た学力等の状況を系統的に分析し、成果や課題を明らかにするとともに、学校段階ごとの目標を

踏まえ、授業改善の方向性等を広く公表するとともに、各学校に情報を提供し、教職員の負担に

も配慮しながら、各学校が効果的なＩＣＴの活用や効率的な授業準備につなげるなど、学校段階

間での継続的な取組となるよう進めてまいります。

また、教員が子どもと向き合う時間を十分に確保し、きめ細かな指導ができるよう、少人数学

級編成や専科教員の配置の拡大に向け、引き続き、国に対し教職員定数の一層の充実を要望し、

本道の子どもたち一人一人の学力向上に努めてまいります。

以上であります。

○議長小畑保則君 議事進行の都合により、このまま暫時休憩いたします。

午後２時42分休憩

午後２時44分開議

○議長小畑保則君 休憩前に引き続き、会議を開きます。

休憩前の議事を継続いたします。

須田靖子君。

○77番須田靖子君（登壇・拍手）（発言する者あり）それぞれ答弁を伺いましたが、知事並びに

教育長に再質問いたします。

初めに、知事の政治姿勢について伺いましたが、残念ながら、質疑に対して誠実に答えていま

せん。

山積する課題への対応については、全般的にこれまでの答弁の域を出ず、漠然としており、実

績を踏まえた事項評価や反省が述べられておらず、在任期間中にどのように成果を示すのかが判

然としません。
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また、道独自の政策実現についても、姿勢や意気込みは語られましたが、具体的な戦略には触

れられていません。

積み残された人口減少、ＪＲ路線維持問題、厳しい道財政などの懸案事項や、ゼロカーボン北

海道などの看板政策に関して、残任期間で道民が実感できる成果をどのように打ち出すのか、所

見を伺います。

次に、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0構想についてです。

本道の実情を踏まえたデジタル化の取組については、情報共有や議論を行い、オール北海道で

加速していくと答弁がありましたが、いまだ具体的かつ道民生活に密着した状況にはありませ

ん。

例えば、神奈川県では、県内の加盟店にて、かながわＰａｙアプリを使って買物をすれば、購

入金額の最大20％分のポイントを還元するキャンペーンを実施しています。

デジタル化やＡＩにより必要な情報が提供される社会をより身近に感じる取組が必要と考えま

すが、知事の所見を伺います。

また、デジタル技術を活用した未来社会の実現には、人材確保が極めて重要な課題ですが、本

道においては、とりわけ、地方では、需要に対して供給が追いついていない実態にあります。

行政サービスのデジタル化では、既に北見市がワンストップ窓口を実施しており、他市町村も

同様のサービスの導入を検討していると聞きます。

道がこうした動きに連動し、全市町村でのワンストップ窓口の導入を支援することにより、オ

ール北海道におけるデジタル化の加速化につながると考えますが、知事の所見を伺います。

次に、新型コロナウイルス感染症対策からの出口戦略について伺いましたが、知事の答弁は、

感染症対策に万全を期す、医療提供体制の確保に取り組む、魅力発信、活性化につなげるなど、

これまでの答弁と何ら変化はありませんでした。

感染対策は３年目に入りました。

道民の安心、安全な暮らしに向けた北海道としての出口を示すことができるのは、知事です。

今こそ、次のステップに向けて、明確に、道筋、ロードマップを示すべきです。

国の動向を待つのではなく、ポストコロナに向けた挑戦を行う気概が必要と考えます。ピンチ

をチャンスに、これまでの経験を生かして、掛け合わせによる相乗効果を狙い、挑戦すべきであ

ります。

知事の描くコロナからの出口戦略について、再度伺います。

先ほど、コロナ通知システムの実効性と利用促進について、知事の所見を伺いましたが、部長

からの答弁では、オミクロン株の拡大以降、積極的疫学調査が重点化され、通知を行う事例は発

生していない、今後も管理維持してまいるとのことで、このシステムが機能していないことへの

反省の意識が全く見られません。

そこでまず、導入初年度の2020年よりも、通知システムを第三者認証制度の要件の一つとした

21年度のほうが利用者が減少していることをどのように説明するのか、知事の所見を伺います。
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次に、先ほども申し上げましたが、本年の第１回定例会において、部長は、保健福祉部と連携

し、実効あるシステムとなるよう取り組むと答弁しています。

感染が比較的落ち着きを見せている今こそ、部局の枠を超え、これまでの実績と反省を基に工

夫改善するタイミングと考えます。

今、実効あるシステムに改善せず、管理維持を行うのみでは、せっかくのシステムが道民にと

っての負の遺産となるのではありませんか。

そこで、第１回定例会以降、この間、保健福祉部と連携の上、保健所業務の負担軽減に向け、

これまでどのような検討が行われたのか、今後どのようにすべきと検討しているのか、北海道コ

ロナ通知システムの実効性について、再度伺います。

次に、有識者会議における検証作業について、知事から、今後の感染拡大に備え、これまでの

道の対応について有識者の意見を伺うとの答弁がありましたが、一方で、専門家や有識者の議論

を経た国の考え方を踏まえて対応すると、道による主体的な検証作業には極めて消極的な印象を

受けることを禁じ得ません。

国の動き待ちの姿勢で、果たして来るべき第７波を乗り越えられるのか、大いに懸念がありま

す。

国の動向や感染状況を見極めることを条件とせず、いわゆる有識者に限定しない形での各界各

層の意見も取り入れながら、速やかに道独自の検証作業を行うよう強く求め、指摘とします。

次に、成年後見制度について伺います。

連絡調整会議の中で、当事者団体の方から、一度後見人がついたら替えられないのはおかし

い、当事者のニーズを反映すべきとの意見がありましたが、どのように受け止めたのか、所見を

伺います。

また、利用する側から利用してよかったという声が上がるような制度になれば、無理に利用促

進をしなくても、おのずと利用促進につながると考えます。

プッシュ型ではなく、ナッジ型であるべきと考えますが、所見を伺います。

次に、がん対策について、先ほどの答弁では、道として取組を進めているが、全国でも低位に

とどまっており、十分な改善に至っていないとのことでありました。

他県の検診受診率の上昇に本道の実態が追いついていないとのことですが、その原因をどう分

析し、どのように改善していくのか、そして、何より道のリーダーシップの発揮が必要ですが、

再度、がん検診受診率の向上に向けた具体的な取組と意気込みについて伺います。

次に、経済と雇用対策について伺います。

本道経済を下支えする観光産業の復活が、今後、様々な産業へ波及し、本道経済の底上げの鍵

となります。

また、これからの北海道は、観光シーズンを迎え、コロナ禍で傷ついた観光客の受入れ体制や

ＰＲに対し、タイミングを重視した戦略が必要であると考えます。

訪日観光客受入れ数が１日２万人となりますが、国際線再開に向け、航空会社と意見交換を行
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うとの答弁でしたが、その取組だけでは弱いのではないかと考えます。

再度伺いますが、各国におけるコロナ感染症の状況により規制が異なる中、国との連携はもと

より、具体な戦略を持ち、訪日観光客誘致に向け、どのように取組を進めるのか、伺います。

また、受入れ体制の再構築が重要であり、観光客や訪日観光客にストレスを与えない取組をど

のように進めるのか、所見を伺います。

原油価格や原材料費の高騰、長引く円安、ロシアによるウクライナ侵攻、さらに新型コロナウ

イルス感染症など、道民の日常生活や事業者の経済活動を脅かすマイナス要因が次々と出現し、

深刻な影響を与えるとともに、その先行きはいまだ不透明な状況にあります。

知事からは、賃上げに関する環境整備にも言及され、様々な緊急経済対策が講じられてはいる

ものの、結局、一過性の支援にとどまることが懸念されます。

幅広い産業分野の方々に十分支援が継続して行き渡るよう、早め早めの対策を講じるととも

に、国に対して財政支援等の要請を実施し、必要な財源の確保に努めるべきと考えますが、知事

の所見を伺います。

次に、エネルギー政策についてです。

泊原発差止め訴訟において、北電の対応は、規制委員会の示した安全性基準を満たすのかどう

かの説明責任を尽くさず、誠意のある対応がなされなかったことが時間を無為に長引かせ、この

ことが、安全ではないという判断につながったと指摘せざるを得ません。

泊原発が全基停止してから10年、8000億円以上の経費を投入したのにもかかわらず、差止めと

なりました。この際、知事は、この現状を重く受け止め、北電に対して、泊原発は廃炉にし、Ｓ

ＤＧｓの観点も踏まえ、自立的に確保できる新エネルギーのさらなる導入拡大に取り組むよう働

きかけを行うべきであることを強く指摘しておきます。

知事は、再稼働に関する地元同意の具体的な手続は、関係自治体の範囲も含め、国が明確にす

べき、原発立地道県共通の認識として、原子力発電関係団体協議会を通じて国に求めてまいると

答弁していますが、北海道としての意見を明確にして国に伝えるべきです。

ＵＰＺ内の自治体は、事前了解権を尊重してほしいとの声を上げているにもかかわらず、その

声を無視し続ける姿勢は、知事が掲げる徹底した道民目線、道民第一の姿勢とは全く逆ではあり

ませんか。

農業問題をはじめ、ほかの問題では地元の声を国に届ける知事が、この問題では該当自治体の

声を国に伝えないのはなぜなのか、改めて所見を伺います。

次に、札幌圏を中心とした大雪を踏まえた対応について、先ほどの答弁では具体的なスケジュ

ールは示されませんでしたが、次の降雪期に備え、検証結果を雪害対策や応急対策に確実に反映

すること、実践的な訓練を積み重ねるなど、連携をさらに強化しながら対策が着実に図られるよ

う努めると回答されました。

次の降雪期までに着実に取り組むことを示した道の姿勢は評価しますが、明確な時期を示さな

かったことは不満であります。
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訓練によって見えてくる不備に対する対応や具体化された対策に、我々の意見などが反映され

るシステムとスケジュールになるよう指摘しておきます。

次に、鉄道貨物の利用促進について伺います。

交通政策総合指針の重点戦略では、地域を支える人・モノ輸送戦略を掲げており、人、物、サ

ービスの一体的、効率的な仕組みであり、地域を支える持続可能なネットワークのモーダルシフ

トは、広大な北海道の物流を急速に変え、知事が打ち出している重点政策の脱炭素化にも寄与

し、ＪＲ貨物を十分に活用することで、鉄路が安定輸送の基盤として認知されることになるな

ど、メリットは極めて大きいと考えます。

また、国際航空路及び航路の活用拡大の政策と連携させることで、空港や港湾などとの物流機

能も強化され、北海道の商品ＰＲや本道経済の活性化にもつながります。

知事もＪＲの利用促進には気合を入れて取り組む覚悟があると思いますが、限られた関係者間

のみで取り組むだけにとどまらず、道民や事業者に広く事業の見える化を図り、北海道のよさと

ともにしっかりＰＲしながら、鉄道貨物輸送へのモーダルシフト推進を重点的に図っていくこと

が重要と認識しますが、知事の所見を伺います。

次に、農業政策についてです。

今回のＧＭ条例の一部改正は、対象範囲を食用及び飼料用に整理し、条例の対象外となる遺伝

子組換え作物も、カルタヘナ法に基づき、生態系に影響を与えることはないと答弁されました。

しかし、観賞用と言いつつも、食事に飾りつける花卉を食べたり、子どもが口にする危険性も

あり、花卉は、観賞用と食用の区別がつきづらく、食の安全が守られているとは到底言い難いで

す。

また、化学物質処理や放射線照射により突然変異を誘発させたものや、セルフクローニング、

ナチュラルオカレンスなどは、カルタヘナ法の規制対象となっておらず、技術革新が進む現代に

おいて、次々と新たな遺伝子組換え技術が開発されたときに、果たして現行法で安全性の確保や

拡散防止が万全に図られるのか、疑念も残ります。

ＧＭ条例から対象が外れる遺伝子組換え作物についても、引き続き、動向や安全性を注視する

とともに、あらゆる遺伝子組換え作物に関する情報収集や監視強化等に努めるよう、指摘してお

きます。

我が国の農業で使う化学肥料は、原料の大半を輸入に頼っています。日本の土壌はリン酸を多

く含みますが、窒素、カリウムが乏しく、農業は施肥に頼らざるを得ません。

知事が答弁で示したように、有機農業やクリーン農業の取組が重要であり、化学肥料を節約

し、ほかの肥料や堆肥に置き換える政策が急務であります。

農林水産省も、安価な銘柄肥料への切替えや、土づくり、土壌診断などを提案し、道も施策連

携していますが、現時点における肥料の道内必要量は確保できているのか、伺うとともに、今

後、再び輸入による安価な化学肥料の安定供給が回復する見通しについて、所見を伺います。

また、輸入に頼らない足腰の強い本道農業を目指すとしていますが、中山間地域や中小、家族
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経営も含めて、新しい需要にも対応し得る、国際競争や災害にも負けない強い農業、農村の構築

と所得向上の実現が必要であります。

肥料の高騰に打ちかつ強い農業の在り方について、知事の所見を伺います。

水田活用の直接支払交付金の見直しは、稲作への意欲低下や経営収支の悪化などにつながる、

農業の未来を大きく揺るがす問題であります。

本道の米生産を守るために、オール北海道での連絡会議で明らかになった地域が抱える課題な

どの解決に向けて、しっかり取り組むことが重要です。

知事は、道として地域における今後の産地形成の検討を進めると答弁しましたが、どのような

視点でどのように検討を進めるのか、伺います。

次に、北方四島周辺水域における安全操業協定についてですが、協定の中断は、周辺水域の漁

業者にとって真に死活問題であります。中断期間が長引けば長引くほど、その影響は深刻であ

り、廃業を余儀なくされる漁業者が生じることも十分考えられます。

国への働きかけや情報提供を求めることは当然ですが、漁業者の皆さんが継続的に漁業経営で

きるよう、必要な対応と適切な支援を行うことを強く指摘します。

次に、パートナーシップ制度については、第１回定例会で、「この問題は、社会情勢等の変化

を踏まえて検討する必要があると考えており、」と答弁がありました。

つい３日前には、登別市においても、早い時期に導入との考えが明らかになり、２日前には、

東京都で、制度を含む条例の改正案が可決されたと報じられています。

このような動きを踏まえるなら、道としても検討する時期に来ているのではありませんか、再

度、所見を伺います。

次に、オリンピック・パラリンピック招致の取組に関する答弁において、大会概要（案）の更

新に向け、会場候補である真駒内公園屋内競技場に関して、改修内容等について市と道で調整、

協議を進めるとしており、ただ一方で、道においては、大会開催後の活用等も踏まえ、検討を進

めていくことが明らかとなりました。

先ほどの質問でも触れたとおり、残された時間は限られており、核心部分の課題をいつまでも

先送りはできません。

真駒内競技場を今後どうするかについて、道における内部検討・協議は、スケジュールを踏ま

え、着実に進めるべきと考えますが、知事の見解を改めて伺います。

最後に、小・中・高の一貫した学力向上策について伺います。

北海道の全ての子どもたちは、自らの可能性を発揮しとうたいながら、私立学校の生徒を阻害

する教育施策は、縦割り行政としか言わざるを得ません。本当にこの施策を必要とするならば、

縦割り行政を乗り越えて提案すべきです。

さらに、高校に進学しない、できない生徒がいるにもかかわらず、その存在を無視するような

政策は許されるはずがありません。

北海道の子どもたちの学力を上げたいと本気で考えるならば、まずは教員がじっくりと授業準
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備の時間を確保できるようにしてから、新たな施策を提案すべきではないでしょうか。

教育行政としてやるべきことをやらずに、コップの水をあふれ続けさせる政策は、教員不足を

助長させ、ひいては、真の学力向上をも阻害することにつながりかねません。改めて教育長の所

見を伺います。

以上、再々質問を留保し、私の再質問を終わります。（拍手）（発言する者あり）

○議長小畑保則君 知事。

○知事鈴木直道君（登壇）須田議員の再質問にお答えいたします。

最初に、今後の道政運営についてでありますが、私としては、まずは、新型コロナウイルスの

感染を抑え、暮らしや経済の再生に取り組むとともに、人口減少問題や交通ネットワークの確保

など、直面する課題への対応や、本道の未来を見据えた取組を着実に進めていく必要があると認

識しております。

このため、市町村や関係団体、民間の方々との連携協働を図りながら、道民の皆様が分かりや

すく実感を得られるような形で、今年度の重点施策をはじめ、関連する施策の推進に努めるな

ど、活力あふれる北海道の実現に向けて、しっかりと取り組んでまいります。

次に、北海道Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の実現についてでありますが、デジタル技術を活用した未来

社会の実現に向け、道では、オンラインセミナーや広報番組による情報発信、ドローンの活用実

証事業を行うなど、道民の皆様にＡＩやデジタル化を身近に感じていただけるよう取り組んでい

るところでございます。

また、市町村が実施しているワンストップ窓口などの先行事例については、他の市町村に情報

提供するなど横展開を進め、北海道Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の実現に向け取り組んでまいります。

次に、ポストコロナに向けた今後の対応についてでありますが、私としては、新型コロナウイ

ルスを取り巻く環境の変化や感染状況などを踏まえながら、原油、原材料等の価格高騰など、直

面する課題に対応しつつ、感染症対策と社会経済活動の両立を図っていくことが重要であると認

識しております。

このため、丁寧な情報発信により、道民や事業者の皆様の御理解と御協力をいただきながら、

引き続き、検査・医療提供体制の確保や基本的な感染防止対策を呼びかけるとともに、経済的に

大きな影響を受けている方々への支援や、食や観光の魅力発信による販路拡大や誘客促進に加

え、今後の成長につながる新たな取組を進め、社会経済活動の回復を確かなものにしてまいりま

す。

次に、コロナ通知システムについてでありますが、昨年度の利用者数は、５月から９月まで、

また、１月から３月までの間、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間が断続的に続き、外

出自粛要請や飲食店への時短要請などが行われていたことにより、減少したものと考えておりま

す。

道では、これまで、庁内の情報交換を密にしながら登録手続の簡素化などに努めてまいりまし

たが、今後とも、政府のコロナ対策の動きを注視しながら、国の方針の変更などにも柔軟に対応

【令和４年（2022年）６月17日（金曜日） 第２号】



できるよう、本システムを管理運営してまいります。

次に、成年後見制度についてでありますが、道では、今年度から、より直接的、具体的に御意

見を伺うことができるよう、連携調整会議に二つの当事者団体の代表の方に参画をいただいたと

ころであり、今後、会議での御意見をしっかりと受け止め、課題を整理し、運用改善を図るとと

もに、効果的な利用勧奨方法を工夫するほか、国に対し、利用される方がメリットを実感できる

制度となるよう要望するなど、成年後見制度の利用促進に取り組んでまいります。

次に、北海道におけるがん対策についてでありますが、道内の検診受診率は、道民の皆様の健

康意識や受診勧奨の取組が進んでいないなど、様々な要因により低位にとどまっているものと考

えております。

がんについての正しい知識の啓発や検診受診の意識醸成、検診対象者の方への適切な情報提供

が必要であると考えております。

道では、これまで、個別の受診勧奨と再勧奨を行うコール・リコールの実施を市町村に呼びか

けるとともに、検診のリーフレットを広く配布するなど、普及啓発を図ってきております。

今後とも、道民の皆様にがん検診の重要性について一層の理解を深めていただき、検診受診に

つなげていただけるよう、関係団体やがんを経験された方で構成するがん対策推進委員会で議論

を重ね、より効果的な広報活動について検討するなどして、市町村はもとより、患者支援団体、

医療機関、報道機関、企業の方々などとの連携の下、道民の皆様とともに、がんに負けない社会

の実現に向け取り組んでまいります。

次に、外国人観光客の誘客に向けた取組についてでありますが、道では、旅行事業者などと緊

密に意見交換を行い、各国・地域の感染状況や水際対策、旅行者の方々のニーズなどを的確に把

握しながら、国や地域ごとに効果的な誘客活動に取り組んでまいります。

また、今後、外国人観光客の来道に伴い、観光地や宿泊施設などにおいて感染防止対策に関す

る支障が生じることがないよう、引き続き、国などと連携をしながら、ガイドラインの周知に努

めてまいります。

次に、原油価格及び物価高騰に伴う事業者の方々への支援についてでありますが、道として

は、このたびの緊急経済対策において、経済的に大きな影響を受けている幅広い事業者の方々へ

の支援はもとより、今後の成長につながる新たな取組を促進してまいります。

また、経済状況のきめ細かな把握に努めつつ、全国知事会と連携しながら必要な財源を国に求

めるなど、今後の情勢の変化にも的確に対応してまいります。

次に、再稼働に関する地元同意についてでありますが、地元同意の範囲については、様々な御

意見があると承知をしておりますが、私としては、関係自治体の範囲も含め、具体的な手続につ

いては国が明確にすべきと考えております。引き続き、国に求めてまいります。

次に、鉄道貨物についてでありますが、道としては、鉄道貨物が果たしている様々な役割など

を踏まえ、引き続き、北海道交通政策総合指針の重点戦略に基づき、物流の効率化、脱炭素化に

向けて、国の事業も活用しながら、トラック輸送から鉄道輸送へのモーダルシフトなどに、国や
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物流事業者の方々など、多様な関係者の皆様と連携をしながら取り組んでまいります。

次に、肥料価格の高騰対策についてでありますが、道内の化学肥料は、代替原料の確保によ

り、来年の春までの必要量は確保できておりますが、肥料の国際市況は不透明な状況が続いてお

り、今後も肥料価格高騰の長期化が懸念をされております。

このため、道といたしましては、農業の自然循環機能を維持増進させる有機農業やクリーン農

業の加速に向けた取組を進め、持続可能な足腰の強い本道農業の確立に努めてまいります。

次に、水田活用の直接支払交付金についてでありますが、道としては、水田地域の農業を今後

とも持続的に発展させていくという視点で、地域における産地形成に向けた検討を進めることと

しております。

検討の中で明らかになった課題については、関係機関・団体のオール北海道で構成する連絡会

議の下で、必要な対策の検討を進めてまいります。

次に、パートナーシップ制度についてでありますが、この制度は、住民の皆様に身近な市町村

において、制度に対する住民理解や必要性などに応じて検討が進められていくことが望ましいと

考えております。

このため、その背景にある性の多様性について、より多くの方々に理解を深めていただくこと

が優先すべき課題であると考えております。

引き続き、道内外の制度の運用状況の把握や市町村との情報共有に努めるとともに、今後開催

を予定している全道の市町村や企業の方々などを対象とした研修会の場などを活用し、性の多様

性への理解を促進してまいります。

最後に、冬季オリパラの招致に関し、真駒内公園屋内競技場についてでありますが、札幌市で

は、招致活動における次のステージへの移行に向け、大会概要（案）の更新準備を進めているこ

とから、会場候補となっている真駒内公園屋内競技場に関しても、庁内関係部局が連携をしなが

ら、現時点において想定される改修内容などについて、札幌市との調整、協議を進めてまいりま

す。

以上でございます。

○議長小畑保則君 教育長。

○教育長倉本博史君（登壇）須田議員の再質問にお答えをいたします。

学力向上の取組についてでありますが、道教委では、公立の各学校段階で実施をされる学力調

査などから、小・中・高を通した学力の状況を系統的に分析し、成果や課題を明らかにするとと

もに、市町村教育委員会や各学校に情報提供し、具体的な授業改善の方策を提示するなど、各学

校段階での取組をこれまで以上に効果的に推進できるよう支援してまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 須田靖子君。

○77番須田靖子君（登壇・拍手）（発言する者あり）それぞれ答弁を伺いましたが、知事並びに

教育長に再々質問をいたします。
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山積する課題への対応と道独自政策の実現について再度伺いましたが、意気込みを繰り返すの

みで、道民が実感できる具体的な成果を打ち出せていないのは、極めて残念です。

民間企業で４年も務めれば、当然、そのトップには結果が求められますが、行政との違いがあ

るとはいえ、可能性の種を植え続けるとばかり言われては、道民の誰もモチベーションが上がら

ないと考えます。

また、知事は、当然、自らの政策や道政運営に関して、道民に対して説明責任を果たすことが

求められますし、実行した政策の振り返りがあって初めて将来への道が展望できるものと考えま

すが、道民に対して、鈴木道政の成果を示す気はないのでしょうか。あるのであれば、明快に答

弁をいただきたいと思います。

次に、新型コロナウイルス感染症対策の道としての出口戦略について伺いましたが、これも極

めて曖昧な、そして、食や観光の魅力発信といった、これまでの施策の域を出ないものでありま

した。そもそも、知事自身が、現時点でのコロナ禍からの出口戦略を持ち合わせていないのでは

ありませんか。

まず、リーダーである知事自らが明確なビジョンを持ち、そのイメージを道民の皆さんに、よ

り具体的で分かりやすく示すことで、道民も同じ方向を向いて一体的に行動することが期待さ

れ、ひいては、ポストコロナ社会が補強されていくと考えます。

コロナとの闘いを経たからこそ得られる新たな切り口で、どのような北海道を目指すのかを道

民に明確なメッセージとして示す段階に来ていると考えますが、改めて知事の所見を伺います。

次に、コロナ通知システムについては、いろいろと答弁がありましたが、要は、これも成果に

つながっているのか否かが問題であります。

少なくとも、所期の目的が達成されたのかどうかについて、多角的な検証が必須だと考えます

し、必ずしも定量的な指標にこだわるものではありませんが、定性的な指標を整理し、システム

全般に関して問題点を顕在化させ、それらを踏まえ、せめて、より効率的かつ効果的な運用に向

けた検証を進めることが肝要であると考えますが、知事の所見を伺います。

次に、がん対策について、道は、これまで、コール・リコールの実施を市町村に働きかけてき

たとありましたが、対象者全員にコール・リコールを実施するには膨大な予算とマンパワーを要

することから、限られた資源の中で効率的な運用が図られるような工夫もセットで行うことが必

要です。

例えば、がん検診重点受診勧奨対象者の設定など、ほかの都府県の事例などを、速やかに道に

おけるがん対策に反映させるよう、指摘します。

次に、再稼働などの地元同意の範囲については、様々な御意見があると承知と述べただけで、

道内の自治体の声を国に伝えるとの明確な答弁はありませんでした。

知事は、選挙応援やなおみちカフェなどで道内各地を訪れ、その様子をＳＮＳなどで積極的に

発信しています。

こうした取組の一端を拝見するだけでも、知事は、市町村長などとの対話を通じて、地域の声
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を聞く機会を重視しているものと考えますが、そのような知事の政治信条に従うのであれば、単

に国へ手続の明確化を求めるだけではなく、地域を訪問して生の声を拾い上げ、ＵＰＺ内の自治

体の声を含めた道内のまさに様々な意見をあらゆる機会を通じて国に届けるべきと考えますが、

知事の所見を改めて伺います。

次に、農業政策について、先ほどより、肥料高騰対策や水田活用の交付金の見直しなど、繰り

返し伺いましたが、その肝は、本道の農業者が未来に希望を持って営農を続けられる環境をいか

に守り整えていくかということです。

北海道の基幹産業は、紛れもなく農林漁業であり、また、国際情勢の不安定化の中で、食料安

全保障における役割がこれまで以上に大きくなっている北海道の知事には、各地での営農に支障

が出ないように、見通しを持った先回りの対策を行っていただくよう指摘します。

次に、パートナーシップ制度について、性の多様性について多くの方に理解を深めていただく

ことが優先との繰り返しで、状況把握や情報共有に努めるとのことですが、そうした基本的な話

のほかに、制度導入への検討時期について明確な答弁がありませんでした。

そこで、知事は、どこまで環境が整って、どのようなタイミングであれば、検討の機が熟した

と考え、制度の具体化に向け動き出すつもりなのか、その考え方について改めて所見を伺いま

す。

次に、真駒内公園屋内競技場の今後の在り方について、札幌市との調整、協議を進めていくと

の答弁でありました。

しかしながら、道として大会開催後の活用等も視野に入れているのであれば、札幌市における

手続の進捗や想定される改修内容等の決定を単に待つのではなく、老朽化した施設の在り方につ

いて早急に内部で検討し、むしろ道から積極的に提案をしていくべきと考えますが、知事の所見

を改めて伺います。

小・中・高の一貫した学力向上策について、教育長から答弁がありましたが、授業改善を行う

ための方策が、教職員個々の授業準備や、例えば、子どもたちや保護者などへ関わるための時間

を削るようなことになるのではと危惧します。

そして、教育現場が行うべき策を新たに増加しようとするのであれば、百歩譲って、逆に何か

を軽減してバランスを取るべきとの趣旨の問いに、明快な答えはありませんでした。

学力向上と働き方改革の各担当が、木を見て森を見ず、それぞれの政策のみを進めていった結

果、今回の提案になったのかと推察しますが、学力云々の前に、欠員や教員未配置校があるよう

な現状において、道教委がすべきは、子どもたちの様々な力を高めるための教員確保と、教材研

究や生徒指導などにしっかりと対応可能な時間を確実に確保することだと考えますが、再度見解

を伺い、以上で私の質問を終わります。（拍手）（発言する者あり）

○議長小畑保則君 知事。

○知事鈴木直道君（登壇）須田議員の再々質問にお答えいたします。

最初に、今後の道政運営についてでありますが、私としては、道民の皆様に政策の方向性や進
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捗状況を丁寧に説明し、御理解と御協力をいただきながら各般の取組を着実に推進することによ

り、活力あふれる北海道の実現を目指してまいります。

次に、ポストコロナに向けた今後の対応についてでありますが、私としては、引き続き、道民

の皆様、事業者の皆様の御理解、御協力をいただきながら、これまでに蓄積された感染症の知見

や状況の変化を踏まえ、感染の抑制に努めるとともに、食や観光をはじめとする地域経済の再生

や今後の成長につながる取組を進め、社会経済活動の回復を確かなものにしてまいります。

次に、コロナ通知システムでありますが、道では、これまで、庁内の情報交換を密にしながら

登録手続の簡素化などに努めてまいりましたが、今後とも、政府のコロナ対策の動きを注視しな

がら、国の方針変更などにも柔軟に対応できるように本システムを管理運営し、様々な状況に備

えてまいります。

次に、再稼働に関する地元同意についてでありますが、泊発電所については、現在、規制委員

会における審査が継続中であり、予断を持って申し上げる状況にはありませんが、泊発電所に関

し、具体的な内容が示された場合には、地元の皆様の御意見や道議会の議論などを踏まえなが

ら、適切に対応していく考えであります。

次に、パートナーシップ制度についてでありますが、道としては、この制度の検討の背景にあ

る性の多様性について、より多くの方々に理解を深めていただくことが現時点における優先すべ

き課題であるというふうに考えておりますことから、引き続き、道内外の制度の運用状況の把握

や市町村との情報共有に努めるとともに、市町村や企業等を対象とした研修会などを活用し、性

の多様性への理解を促進してまいります。

最後に、真駒内公園屋内競技場についてでありますが、市の大会概要（案）では、施設の整備

については、大会コンセプトに沿って、既存の施設を最大限活用することとしているところであ

ります。

道としては、大会開催後も幅広い世代の皆様がスポーツや文化に親しむことができるよう、今

後の活用も視野に、現時点で想定される改修内容などについて、庁内関係部局と連携し、市と調

整、協議を行ってまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 教育長。

○教育長倉本博史君（登壇）須田議員の再々質問にお答えをいたします。

学力向上の取組についてでありますが、道教委では、教員が子どもたちと向き合う時間を十分

に確保し、きめ細かな指導ができるよう働き方改革を推進するとともに、学校段階ごとに、より

効果的で具体的な授業改善の方策を提示するなど、学力向上に向けて取り組んでまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 須田靖子君の質問は終了いたしました。

議事進行の都合により、暫時休憩いたします。

午後３時33分休憩
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午後３時51分開議

○議長小畑保則君 休憩前に引き続き、会議を開きます。

あらかじめ会議時間を延長いたします。

休憩前の議事を継続いたします。

池本柳次君。

○75番池本柳次君（登壇・拍手）（発言する者あり）私は、北海道結志会を代表して、知事の基

本姿勢と当面する道政の諸課題等につきまして、知事及び教育長に順次質問してまいります。

初めに、新型コロナウイルス感染症について伺います。

全国的に、ワクチン効果や治療薬の普及により、コロナの影響は緩和傾向にありますが、こう

した時期にこそ、これまでの対策についての検証が必要であり、国では、有識者会議を開催し、

先日15日に報告書が提出されております。

道では、2021年１月から７月までの新型コロナウイルスに係る一連の対応について、北海道新

型コロナウイルス感染症対策有識者会議での議論を踏まえ、昨年９月に新型コロナウイルス感染

症への対応についてと題する報告書を取りまとめていますが、有識者会議は、昨年11月24日の第

11回を最後に開催されておりません。

なぜ、半年以上開かれていないのか、利用を伺うとともに、速やかに有識者会議を開催し、

2021年８月以降の検証を行い、次の事態に備えるべきと考えますが、見解を伺います。

改正特別措置法に基づき、東京都が出した営業時間短縮命令について、東京地裁は、５月16

日、不利益処分を課してもやむを得ないと言える程度の個別の事情があったとは認められないと

して、都の命令を違法と認定しています。

道でも、これまで130店舗に命令を行い、１件は現在係争中であります。

コロナの今後の推移やその対応についてはどうなるか分かりませんが、東京地裁の判決を踏ま

えると、時短命令を出すに当たっては、夜間営業継続が感染拡大につながるのかを詳細に検討す

る必要があり、検討しないで命令を出せば、賠償責任すら問われかねません。

新型コロナウイルス対策としての飲食店規制に関する初の司法判断となった東京地裁の判決を

知事はどのように捉え、今後の対策にどう生かしていこうとするのか、伺います。

次に、ゼロカーボン北海道についてであります。

省エネ・新エネ促進行動計画の第３期では、新エネ導入の目標値を824万キロワットとして、

そのうち約18％の150万9000キロワットを洋上風力と見込んでいます。洋上風力発電が想定どお

り進まなければ、行動計画は絵に描いた餅になり、ゼロカーボン北海道の実現に赤信号が点灯す

ることになります。

洋上風力発電については、再エネ海域利用法により、国がその海域で風力発電の事業を認める

促進区域に指定される必要がありますが、檜山沖など、道内５区域全てが２段階前の準備区域と

なっています。
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先日、再生可能エネルギー開発を手がける東京電力リニューアルパワーが、檜山沖で想定最大

総出力135万キロワットの洋上風力発電事業を計画し、５月中旬から海底地盤の調査を実施する

旨の報道がありました。

また、石狩湾洋上風力発電合同会社が石狩湾沖で最大総出力103万キロワットの発電所を検討

するなど、建設計画が相次いでいますが、５区域における洋上風力発電事業計画の状況及び計画

されている想定電力量の総量はどの程度か、伺います。

また、行動計画における目標電力量を確保するためにも、現実に発電計画を持つ事業者への支

援、協力が必要と考えますが、どのように取り組むのか、伺います。

平成31年３月、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が創設され、令和元年度から３年

度までに、譲与税として、道には12億2100万円が、市町村へは64億1000万円が譲与されていま

す。

道では、森林整備等支援基金条例を制定し、令和２年度に開校した北の森づくり専門学院の整

備に充当したほか、市町村の体制強化や森林整備に対する支援事業に活用していますが、市町村

における令和３年度までの事業執行見込みは５割程度にとどまり、残りは基金に積み立てられて

います。

平成31年４月に森林経営管理法が施行され、市町村が所有者に代わって伐採や出荷に取り組む

ことができる森林経営管理制度も始まり、財源として森林環境譲与税が充てられることになって

いますが、市町村自体の人手不足により、制度開始から３年が経過しても、譲与税そのものの執

行がもくろみどおりに進んでおりません。

事業の執行状況を見る限り、市町村の体制が強化されているとは考えられませんが、知事は、

現状をどう認識し、打開策をどう講じようとするのか、伺います。

森林環境譲与税は、森林環境税を財源としています。森林環境税は、令和６年度から個人住民

税に１人当たり年間1000円を上乗せして徴収することになっていますが、どれだけの道民が制度

や必要性を知っているのか、疑問であります。

課税開始を前に、どのように道民理解を深めながら森林環境譲与税の有効活用を図ろうとする

のか、見解を伺います。

住宅を含む全ての新築建築物に、2025年度までに省エネ基準適合を義務づける、建築物省エネ

法等改正案が今国会で可決されています。

改正により、住宅を含む全ての新築建築物に義務づけを拡大することで、省エネ対策を加速化

させようとしておりますが、積雪寒冷な本道では、住宅における暖房エネルギーの消費量が全国

平均の３倍以上となっており、暖房により排出される二酸化炭素の削減に向け、住宅の省エネ化

を進めることが重要な課題となっております。

本年３月に策定された北海道住生活基本計画では、重点的に取り組む方針の一つとして、

「「ゼロカーボン北海道 」をめざした脱炭素社会の実現」を定め、方針に関連する具体的な取組

の一体的実施による施策の推進を図るとしています。
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成果指標として、省エネ基準に適合する住宅ストックの割合を、2018年度の19％から、40％ま

で引き上げるとしておりますが、今回の法改正を受け、道内におけるＺＥＨ普及にどう具体的に

取り組んでいくのか、伺います。

次に、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0について伺います。

民間研究機関の調査によると、ネット利用、デジタル公共サービス、コネクティビティー、人

的資本という北海道のデジタル対応能力は、全国で第42位と、他都府県に後れを取っているのが

実態であります。

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の実現にとって、全国的にデジタル人材の育成確保が大きな課題となって

おり、国では、デジタル田園都市構想基本方針で、2024年度末までに年間45万人を育成する体制

を整え、2026年度までに230万人の育成を目指すとしております。

人材の育成確保をはじめとするデジタル対応能力の向上とＳｏｃｉｅｔｙ5.0の実現にどう取

り組むのか、伺います。

次に、子ども政策について伺います。

厚労省が発表した令和３年人口動態統計によりますと、2021年度の出生数は、2020年度と比

べ、２万9231人減少し、81万1604人となっており、過去最少を更新しております。

合計特殊出生率も1.30まで低下し、国の将来推計の想定を超えるペースで少子化が進んでいる

実態が明らかになっており、とりわけ、本道の合計特殊出生率は1.20と、全国平均を0.1ポイン

トも下回るなど、深刻度は他都府県以上に大きいものがあります。

日本版ネウボラと呼ばれる子育て世代包括支援センターが、2017年４月に母子保健法を改正

し、法定化されています。

支援センターについては、少子化対策要綱などで、2020年度末までに全国展開を目指すとして

いたものの、道内の状況は、2021年度末で、設置済みは133市町村、設置予定があるのは12市町

村で、いまだに検討中が34市町村もあります。

道では、ちょうど４年前の２定で、「全ての市町村においてセンター機能が整備されるよう、

先行事例の情報提供を行うなど、制度の一層の浸透に努め、地域で、安心して、妊娠、出産、子

育てができる環境づくりに取り組んでいく」とお答えになっておりましたが、これまで設置促進

に向けどのような対策を講じてきたのか、未達成の理由を含め、伺います。

また、国では、今国会で、児童福祉法と母子保健法の一部を改正し、子ども家庭総合支援拠点

と子育て世代包括支援センターを見直し、こども家庭センターを設置することとするなど、子育

て世帯に対する包括的な支援のための体制強化などを行うとしています。

改正法の施行は2024年４月１日でありますが、道では、こうした国の動向を踏まえ、今後の子

育て支援強化にどう取り組むのか、伺います。

本年３月に制定された北海道ケアラー支援条例では、ケアラーのうち、18歳未満の者をヤング

ケアラーと定義しています。

先日の常任委員会に、条例に基づくケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
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ことを目的とする、仮称・北海道ケアラー支援推進計画を本年度中に作成するとの報告がされて

おります。

条例の第12条第２項で、「ヤングケアラーへの支援に関し、ヤングケアラーが自らの意見を表

明する権利を行使することができ、かつ、その意見が適切に支援に反映される環境の整備に努め

るものとする。」と規定しておりますが、推進計画の策定に当たり、ヤングケアラーの意見表明

の場をどう確保し、どう酌み上げていこうとするのか、所見を伺います。

また、実効性ある支援体制をどう構築していくのか、併せて伺います。

親が育てられない乳幼児を匿名で預かるベビーボックスと称する施設を当別町の市民団体が開

設し、道や町では、乳幼児保護後の医療体制の不備などを理由に、当該団体に受入れ自粛を求め

ています。

赤ちゃんポストとしては、熊本市の慈恵病院が、2007年から、こうのとりのゆりかごを運営

し、これまで161人の乳幼児を保護しています。

慈恵病院は、病院の一角にある扉の奥に保温設備つき保育器を設置するなど、安全性を確保し

た上での開設でありまして、当別町の施設とは比較にならず、道の懸念も理解をいたしますが、

つい先日も、ＪＲの千歳駅のコインロッカーで赤ちゃんの遺棄死体が発見されており、こうした

痛ましい事態を未然に防止するためにも、道には、救える命を守る知恵と工夫が求められている

と考えます。知事の見解を伺います。

子どもをめぐっては、いじめや虐待、貧困、少子化対策など、課題が多岐にわたっており、コ

ロナ禍にあって、より深刻化しています。こうした課題に対し、国の担当が複数の省庁にまたが

っているところから、子ども政策を総合的に対応するこども家庭庁設置法案が先日成立いたしま

した。

東京都の小池知事は、次の世代を切り開く子どもを最優先に考えるという観点から施策を構築

していくとして、2022年度予算で、出産、育児から進学、就職まで、多様な支援策をパッケージ

で打ち出すとともに、こども家庭庁の発足に先立ち、知事直轄の子供政策連携室を設置していま

す。

こども家庭庁の所管業務について、現在、道では、保健福祉部の子ども未来推進局をはじめ、

総務部、環境生活部、経済部、教育庁で担っております。子どもに関する政策につきまして、知

事は、あまり関心がないようでありますが、道でも知事直轄の司令塔組織が必要と考えます。知

事の見解を伺います。

次に、行政運営について伺います。

2015年の骨太の方針で、エビデンスに基づくＰＤＣＡの徹底が掲げられて以降、ＥＢＰＭの本

格的な議論が始まりました。

ＥＢＰＭを、国では、政策目的を明確にさせ、その目的のため本当に効果が上がる行政手段は

何かなど、政策の基本的な枠組みを証拠に基づき明確にするための取組と定義し、限られた資源

を有効に活用し、国民により信頼される行政を展開するため、各府省内に政策立案総括審議官を
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トップとする部局横断的な推進本部、推進チームなどを設置し、取組を進めております。

道の行財政運営の基本方針では、オープンデータ化とＥＢＰＭの推進を掲げ、エビデンスに基

づく政策展開―ＥＢＰＭを推進するため、庁内で保有するデータの整理や情報の共有化を進

めるとしておりますが、予算査定や政策評価に当たり、どの程度ＥＢＰＭが徹底されているの

か、見えてまいりません。

知事は、今年の執行方針で、「政策一つ一つが、道民の皆様の共感を得て、実感を伴うもので

なくてはならないと考えています。 道民の皆様の、こうあってほしいとの思いに寄り添い、道

庁自らが率先して取り組みながら、皆様の共感を得て、その輪を広げていけるよう努めてまいり

ます。」と述べておられます。

道民の共感を得るためにも、予算査定や政策評価にＥＢＰＭを徹底させる必要があると考えま

すが、知事の所見を伺います。

昨年、勤続10年未満で自己都合退職した知事部局職員は147人と、過去５年間で最多となって

おります。

自己都合退職者が年々増加している要因として、人事課では、転職そのものを肯定的に捉える

ことが多くなってきていることに加え、多様な働き方に対するニーズが高まる中、やりたい仕事

やライフスタイルの充実などを重視することも一因にあると分析しておりますが、裏返してみま

すると、道における中途退職者が多いということは、やりがいのある職場づくりの不十分さを表

しているとも言えます。

先日、日高振興局が、人口減少や高齢化で人手不足に悩む地域産業に職員が副業で従事するこ

とを認める制度を導入し、全職員の５分の１に当たる約60人が希望している旨の報道がありまし

た。とてもよい取組と評価いたしますが、日高振興局にとどまらない横展開をどう図っていくの

か、伺うとともに、本業におけるやりがいづくりにどう取り組むのか、伺います。

次に、交通政策について伺います。

広域分散型の本道において、鉄道、バスなどの地域公共交通は、通勤、通学、通院などの道民

生活と本道経済にとって必要不可欠な社会基盤でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響

により利用者の大幅減が長期にわたり、例えば、ＪＲ北海道の2022年３月期の営業損益は790億

600万円の赤字であり、また、現下の燃油高騰も重なり、地域公共交通を取り巻く環境は一層厳

しさを増しております。

一方で、社会経済活動が徐々に再開される中、沿線地域では、イベント開催などを通じて、利

用促進や魅力づくりに取り組み、失われた需要の回復に努めていると承知しておりますが、ポス

トコロナを見据えたとき、本道の持続可能な地域公共交通ネットワークの維持確保にどのような

政策、決意で臨むのか、伺います。

次に、女性の活躍、男女共同参画についてであります。

男女共同参画社会基本法が平成11年６月に公布、施行されてから23年がたちましたが、道で

は、平成13年に北海道男女平等参画推進条例を制定するとともに、北海道男女平等参画基本計画
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を策定し、現在は、令和９年度までを計画期間とする第３期計画に基づき、各般の施策に取り組

んでいますし、令和３年度政策評価における総合判定では、おおむね順調とされていることは承

知しておりますが、女性の就業率は15歳から24歳までを除き、総じて全国平均を下回るなど、何

ゆえ、おおむね順調との評価になるのか、私には理解できません。

そこで伺います。

内閣府が先月公表した、男女共同参画の視点からの防災・復興に係る取組状況フォローアップ

調査結果によると、道では、男女共同参画の視点からの防災をテーマにした研修、訓練が実施さ

れていないことや、道の危機対策局に配置されている女性職員の割合は11.51％と、全国平均の

11.2％を若干上回っているものの、全道179市町村のうち、61.5％の110市町村で女性職員がいな

い状況などが明らかにされております。

防災部門における女性の視点は重要と考えますが、道としてどう取り組んでいくのか、知事の

見解を伺います。

令和４年度女性活躍応援事業実施事務の業務の目的及び内容では、「男女平等の意識が未だに

低い北海道で、社会参画を希望する女性に対し、柔軟性のある参画へのきっかけとなる取り組み

を行い、機運を醸成するとともに、社会参画を目指す女性の交流を促進する。」とされておりま

す。

条例制定から20年以上が経過しているにもかかわらず、いまだに意識が低いと認めざるを得な

い状況を知事はどう認識し、男女共同参画の取組をどう強化していくのか、伺います。

次に、自殺対策について伺います。

ここ数年、自殺者数は減少傾向にありますが、それでも、交通事故による死亡者を上回る２万

人超の命が失われております。

自殺対策基本法は、自殺対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業主、国民のそ

れぞれの責務を明らかにしております。

道でも北海道自殺対策行動計画を策定し、心の健康や生活困窮者などへの各種相談体制の確保

や、ゲートキーパーの養成、民生委員などへの研修など、各般の施策に取り組んでいることは承

知しておりますが、現在の行動計画は本年度で計画期間を終了いたします。

新型コロナ禍にあって、道内経済の低迷や、孤独、孤立の深まりなど、自殺リスクの高まりが

懸念されておりますが、次期計画はどのような考えで策定するのか、伺います。

いじめを苦に児童生徒が自殺した事案は、全国で後を絶ちません。

いじめ防止対策推進法では、いじめの定義を、同じ学校にある児童生徒が行う心理的または物

理的な影響を与える行為で、行為を受けた児童生徒が心身の苦痛を感じているものとしており、

いじめを受けて自殺を図ったり、長期の不登校になったりした場合は、重大事態と認定し、学校

や教育委員会は、弁護士や第三者による調査組織を設置し、事実関係を調べることを義務づけら

れております。

2021年３月に旭川市内の公園で中学２年の女子生徒が凍死した事案で、旭川市教委の第三者委
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員会が発表した中間報告では、当時通っていた中学校や市教委が事実を把握していながら、いじ

めと認定していなかったと指摘されています。重大事態の定義を全く理解していないと言わざる

を得ず、学校や教育委員会の責任は非常に重いものがあります。

今後このような事態が生じることのないよう、教育現場に対し、法の趣旨徹底を図り、自殺の

未然防止につなげていく必要があると考えますが、知事及び教育長の見解を伺います。

次に、経済問題についてであります。

原油高対策など、四つの柱を基本とする緊急経済対策では、総額６兆2000億円の緊急対策費の

うち１兆3000億円が、ポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化に対応する中小企業等

の新分野展開や業態転換など、事業再構築に関する取組に対する支援や資金繰り対策などに充て

られることになっています。

道では、令和５年度国の施策及び予算に関する提案・要望の中で、中小企業等事業再構築促進

事業や中小企業生産性革命推進事業について、多くの事業者が活用できるよう柔軟な対応を求め

ておりますが、国の事業はどのような点に課題があると考えておられるのか、伺います。

また、道でも、中小・小規模企業の新事業展開や販売促進に対する支援を予算措置しておりま

すが、国事業と道事業をどのように有機的に連携させながら中小・小規模企業の振興を図ってい

くのか、所見を伺います。

４月13日に、知事も出席されておりますが、関係者が北海道大学に集まり、道内の産学官金の

連携の下で、世界に通用するワイナリーの集積拠点―北海道ワインバレーの実現を宣言して

おります。

道では、平成27年度から北海道ワインアカデミーを開講し、人材育成を図っており、令和３年

度までの修了生は173名を数え、うち18名が実際にワイナリーを開設していると承知しておりま

す。

日本を代表するワイン産地であり、約80社のワイナリーが集積する山梨県では、山梨ワイン産

地確立推進計画を策定し、産地ブランドの形成、産地のイメージアップ、販路開拓事業を支援す

るとともに、その魅力を国内外に発信し、ブランドイメージの確立と販路開拓を図っております

し、長野県でも、信州ワインバレー構想を策定し、栽培から醸造、販売、消費にわたる振興策を

講じています。

知事は、こうした他県の取組を参考に、北海道ワインバレーの実現に向け、どのような支援を

講じていくのか、所見を伺います。

寿都町と神恵内村で進められていた文献調査につきましては、これまで、約760の文献、デー

タが収集され、今後は、最終処分法に定められた要件に従い、評価が行われるそうであります

が、報告書の取りまとめ時期は、現時点では未定ということであります。

今後の推移につきましては十分注視していく必要がありますが、本年２月28日、松野官房長官

は、記者会見で、概要調査は都道府県知事の意見に反して地区を選定しないというのが従来の政

府方針だと述べ、知事が反対すれば調査を進めない考えを改めて示しておりますし、第１回定例
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会の予算特別委員会で、我が会派の質問に対し、道としても、知事が反対すれば概要調査には進

まないものと受け止めているとの答弁もあります。

寿都町長は、文献調査と概要調査は一体のものとの認識を示しているようでありますが、知事

は、概要調査に移行しようとする場合は、現時点で反対の意見を述べると繰り返しており、松野

官房長官及び知事の発言を併せて受け止めると、概要調査への移行問題につきましては既に決着

がついたと理解いたしますが、知事の所見を伺います。

次に、観光振興についてであります。

道内でも有数の観光地であり、世界遺産でもある知床半島沖で起きた観光船沈没事故は、14名

の貴い命が失われ、全国民に大きな衝撃と不安を与えました。いまだ12名の方々は行方不明のま

まであり、沈没した「ＫＡＺＵⅠ（カズワン）」は陸上に引き揚げられ、今後、事故原因につい

て究明が進められるものの、結果が出るまでには相当な時間を要すると言われております。

本道は、豊かな自然環境を背景とした風光明媚な景観や新鮮な食、多彩な温泉など、豊富な観

光資源に恵まれ、今後は、アフターコロナを見据えたアドベンチャートラベルなどの体験型観光

もより一層盛んになることが期待されております。

観光立国・北海道の再構築を目指す北海道にとって、今回の悲惨な海難事故を教訓に、安全で

安心な観光地づくりの推進は、何よりも大事な取組だと考えます。

５月11日の食と観光対策特別委員会で、観光振興監は、多くの皆様に安心して本道観光をお楽

しみいただくためには、まずは、事業者自らが、国の適切な指導監督の下に、安全確保にしっか

り取り組むことが不可欠ですと述べております。基本は確かに言われるとおりでありますが、全

てを国や事業者に任せるだけでいいのかは疑問であります。

安全、安心の確保について、道の役割を明確に打ち出す必要があると考えます。

知事は、北海道観光のくにづくり行動計画で掲げる「安全・安心」で選ばれる観光地づくりに

どう取り組むのか、伺います。

海外、域外から、大きいものでは数千人から数万人が集まるＭＩＣＥは、地域経済への波及効

果や都市プロモーション、新たなビジネス創造等が期待され、多くの地域でその振興が図られて

きました。

第５期北海道観光のくにづくり行動計画では、ＩＲとともに、ポストコロナを見据えた新たな

インバウンド等の取り込み方策として位置づけられています。

フェース・ツー・フェースを基本とする従来のＭＩＣＥでは、リアルの価値が追求されてきま

したが、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大にあって、人の移動が大きく制限される

中で、ＭＩＣＥは、リアルとバーチャルを併用するハイブリッド型開催が主流となっており、こ

の流れは、今後も、感染防止対策としてはもちろん、経済合理性の観点から一気に進むものと考

えます。

先日開催されたＭＩＣＥ誘致推進協議会の役員会で、「やさしいＭＩＣＥ」を新たな誘致戦略

とした令和４年度以降の方針が決定されていますが、それはそれでバリアフリー観光の推進の一
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つとして評価するものの、ウイズコロナ・ポストコロナ時代におけるハイブリッド型のＭＩＣＥ

誘致にどう取り組んでいくのかが明確に示されたとは思えません。今後の取組について伺いま

す。

次に、農業振興について伺います。

てん菜は、寒冷地作物として、明治時代より官主導で生産を進めてきた歴史があり、現在は、

本道の畑作にとって欠かすことのできない作物となっております。

こうした中、健康ブームや消費者の甘さを控える傾向、さらには、新型コロナの影響などか

ら、砂糖の消費が減少し、在庫が増加していることを背景として、国は、てん菜から他の作物へ

の転換を支援する一方で、一部報道では、てん菜生産枠を64万トンから２割減少について関係者

で議論しているとの話もあり、生産者は、今後もてん菜の生産を続けていけるのかどうかと、大

変不安に思っています。

本道のてん菜生産について、道は、こうした生産者の不安の声をどう受け止め、今後どのよう

に対応するのか、伺います。

政府の規制改革推進会議では、農地所有適格法人における農業関係者以外の出資規制の緩和に

ついて議論が進められていると承知しておりますが、地域からは、農業関係者以外が議決権の過

半数を握れば、安易な参入や撤退による農地の不適切な利用につながるのではないかとの懸念の

声があります。

先般、国の調査では、農用地区域内の農地、いわゆる優良農地が全国で初めて400万ヘクター

ルを下回ったとのことでありますが、私といたしましては、国内の生産基盤が弱体化し、食料自

給率の向上も危ぶまれることを大変危惧しております。

道は、こうした規制改革推進会議での議論についてどのような認識をお持ちなのか、また、農

業現場の不安を払拭し、本道の優良農地をどのように守っていくのか、所見を伺います。

ロシアにおけるウクライナ侵略などに伴い、原油や化学肥料の原料となるリン酸アンモニウム

や塩化カリウム、配合飼料の主な原料となるトウモロコシなど、農業生産活動に不可欠な生産資

材の原料が世界的に高騰しています。

こうした中、今月初め、道内の肥料価格が平均で78.5％値上げされましたが、今回は値上げ幅

が大きく、経営を直撃することから、生産者からは悲痛な声が聞かれるなど、大変厳しい状況に

あります。

このような想定外の価格上昇は、大規模経営ほど影響が大きく、長期化した場合には、生産の

縮小や意欲の低下、離農などが懸念され、食料供給地域としての北海道農業の持続可能性にも支

障を来しかねないと考えますが、こうした状況について、道は、どのように認識し、今後どのよ

うに対応していく考えなのか、伺います。

ＧＭ条例の改正につきましては、今定例議会において改正案を議論するとのことであります

が、観賞用の遺伝子組換え作物を条例の対象外とすることによる不安や、改正までの道のりが拙

速ではないかという声があると聞いています。
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これまで、どのように、道民とどのような論議をしてきたのか、また、改正することによっ

て、遺伝子組換え作物と一般作物との交雑と混入を防止するという本条例の目的は、引き続き達

成できると考えられておるのか、所見を伺います。

次に、学校教育におけるデジタル化について伺います。

デジタル教科書は、令和元年度から、一定の基準の下で、必要に応じ、紙の教科書に変えて使

用することができるようになっておりますが、令和３年３月１日現在の普及状況は、公立の小学

校で6.4％、中学校で5.9％、高等学校で5.3％にとどまっています。

文科省が実施したデジタル教科書についてのアンケート調査では、図表の見やすさでは、デジ

タル教科書への肯定的意見の割合が高く、紙は、書き込みやすさを評価する回答が多かったとさ

れております。

文科省では、次の教科書改訂が始まる令和６年度の本格導入に合わせて普及を図っております

が、道教委では、道内の状況をどう把握し、今後の普及促進にどう取り組んでいくのか、伺いま

す。

令和元年度の調査によると、視力1.0未満の小学生の割合は34.5％、中学生は57.4％と、前回

調査から大きく増えており、子どもの視力の低下に歯止めがかかりません。

ＧＩＧＡスクール構想による児童生徒１人１台端末の環境が整備されるとともに、新型コロナ

ウイルス禍における外出自粛で、ゲームなどをする機会も増える中、一段と悪化するおそれも指

摘されております。

教育長は、デジタル化の一方で、進行する児童生徒の視力低下の防止にどう取り組むのか、所

見を伺います。

最後に、廃校活用について伺います。

平成14年度から令和２年度までに廃校となった公立小・中・高等学校等の数は、全国で8580

校、施設が現存している廃校数は7398校で、うち約75％が社会教育施設や福祉施設、体験交流施

設などに活用されたり、さらには、雇用促進を見込んで企業がオフィスを構えたりするなど、地

域の実情やニーズに合わせた廃校活用が進んでいると承知しております。

道内では、全国の１割に当たる858校が廃校になっておりますが、これまでどのように活用さ

れてきたのか、また、今後どのような方針の下で廃校の活用を図ろうとするのか、見解を伺いま

す。

以上、再質問を留保して、私の質問を終わります。（拍手）（発言する者あり）

○議長小畑保則君 議事進行の都合により、このまま暫時休憩いたします。

午後４時32分休憩

午後４時33分開議

○議長小畑保則君 休憩前に引き続き、会議を開きます。

休憩前の議事を継続いたします。
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知事鈴木直道君。

○知事鈴木直道君（登壇）池本議員の質問にお答えいたします。

最初に、私の基本姿勢に関し、これまでの新型コロナウイルス感染症対策についてであります

が、道では、昨年11月の有識者会議の開催後、国内におけるオミクロン株の確認を踏まえ、有識

者の方々の御意見をいただきながら、まん延防止等重点措置など、感染防止行動の徹底に取り組

んできたところであります。

その後、オミクロン株の知見が蓄積され、重点措置の終了の考え方など、国の対応にも変化が

見られたことから、全国知事会を通じ、国にレベル分類の運用や重点措置の適用の明確化等を求

めてきたところであります。

こうした中、国においては、専門家により変異株の特徴を踏まえた今後の対応の在り方につい

て議論が行われるとともに、新たに有識者会議を設置し、中長期的な観点からの課題整理を行っ

ており、６月15日にその報告書が取りまとめられたところであります。

今後の感染拡大に備え、これまでの道の対応について、有識者会議を開催し御意見を伺うに当

たっては、これら専門家や有識者の方々の議論を経た国の考え方を踏まえて、速やかに対応して

いくことが重要でありますことから、道としては、今後の国の動向や感染状況等を見極めなが

ら、そのタイミングについて検討してまいります。

次に、特措法による飲食店の営業時間の変更命令についてでありますが、道では、昨年のまん

延防止等重点措置の期間中に、飲食店延べ130店舗に対し、営業時間変更の措置を命令した後、

昨年末に一部事業者から命令の取消し訴訟を提起されているところでございます。

こうした中、東京都による命令は違法との地裁判決がありましたが、道の訴訟とは訴えの趣旨

が一部異なるほか、控訴により確定はしていないものであると承知をしております。

道が行った命令は、文書や訪問など、重ねて要請を行った後、弁明書の内容精査や国との協議

に加え、専門家の方々の意見等も踏まえた上で発した適正な行政処分であったと認識をしてお

り、道としては、今後とも、この取扱いに関する国の動きや社会情勢の変化などを注視しつつ、

法の趣旨や国会の附帯決議の下、国民の自由と権利が不当に侵害されぬよう、慎重な運用と事業

者間の公平性にも留意しながら、必要な要請に応じていただけるよう取り組んでまいります。

次に、ゼロカーボン北海道に関し、まず、洋上風力発電についてでありますが、再エネ海域利

用法に基づき、促進区域に指定された場合、その区域では、公募により事業者１者が選定される

ことになりますが、現在、一定の準備段階に進んでいる区域となっております道内５区域におい

ては、事業検討を行っている事業者の方々がそれぞれ複数あるものの、その進捗状況は異なって

おり、このうち、環境アセスメントの手続を進めている事業では、同じ区域の計画であっても、

発電容量は52万キロワットから300万キロワットと様々であります。

道としては、それぞれの区域で検討されている事業が地域と共生した形で実現できるよう、課

題となっている系統接続について、送電インフラの増強を国に求めるとともに、地域が進めてい

る理解促進や合意形成の取組を支援するなど、円滑な事業実施に必要な環境整備に取り組んでま
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いります。

次に、森林環境譲与税の有効活用についてでありますが、譲与税は、市町村が主体となって、

手入れが行き届かない森林の整備や木材の利用などを進めるために創設されたものであり、譲与

税の活用を進める上で、道民の皆様の理解を得ることは大変重要であります。

このため、道では、二酸化炭素の吸収など森林の機能の紹介や、譲与税が重要な役割を果たし

ていることを解説したパンフレット等を作成し、広く普及啓発を行っているところであります。

また、道産木材を利用した道庁１階ロビーを活用し、道産木材の色合いや香りなどを体験いた

だくとともに、パネル展などの開催を通じて、建築物の木造化、木質化に対する理解の促進にも

取り組んでおり、今後とも、こうした取組を通じて、道民の皆様の理解を得ながら、ゼロカーボ

ン北海道の実現に向け、譲与税を活用した森林整備や道産木材の利用拡大に取り組んでまいりま

す。

次に、道内におけるＺＥＨ普及の取組についてでありますが、今回のいわゆる建築物省エネ法

の改正は、脱炭素社会の実現に寄与することを目的として、全ての新築建築物に対する省エネ基

準の適合義務化や既存住宅の改修促進など、省エネ対策を一層推進する内容であります。

道としては、引き続き、金融機関や市町村と連携し、優れた省エネ性能を有する北方型住宅の

普及を図るとともに、既存住宅の省エネ化を促進するため、専門の技術者が住宅の点検や省エネ

リフォームのアドバイスを行う仕組みについて、関係団体の方々と検討を進めているところであ

ります。

また、今回の法改正では、より高い省エネ性能であるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、い

わゆるＺＥＨへの誘導も挙げられており、道では、ゼロカーボン北海道の実現に向けて、本道の

各地域に適したＺＥＨモデルの開発や、北方型住宅をベースとしたＺＥＨモデル団地の整備につ

いて、住宅事業者の方々との協議を進めるなど、普及促進の取組を加速化し、住宅分野の脱炭素

化に取り組んでまいります。

次に、ヤングケアラー支援の取組についてでありますが、ヤングケアラーについては、家庭内

のデリケートな問題であることや、本人に自覚がなく、悩みを相談した経験がない子どもも多い

ことから、周囲の関係者が子どもの事情を理解し、信頼関係を構築した上で、必要な支援に結び

つけていくことが必要であります。

このため、道では、本年度、大学生や小学生を対象とした実態調査を行うほか、学校など関係

機関との調整を行うコーディネーターを児童相談所の圏域ごとに配置するとともに、対面やＳＮ

Ｓなどによる専門の相談窓口や、ヤングケアラー同士の交流の場となるオンラインサロンを開設

することとしております。

今後とも、こうした関連施策の実効性が確保されるよう、ケアラー支援条例に基づき、取組の

目標値を盛り込んだ推進計画を策定し、その推進状況の評価を行うとともに、ヤングケアラーの

当事者や御家族の声をお聞きする機会や手法を検討するなどして、それぞれの子どもの実情に応

じたきめ細かな支援体制の構築に取り組んでまいります。
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次に、子どもの命を守る取組等についてでありますが、今般、道内で幼い子どもが命を落とす

事案が続いていることは、私としても、大変痛ましく、こうした事案が繰り返されることのない

よう、地域社会全体で子どもの命を守っていかなければならないと考えております。

そのためには、様々な事情や困難を抱えながら妊娠、子育てをされている方にしっかりと寄り

添い、必要な支援に結びつけていくことが重要であると考えることから、道としては、各種広報

媒体やホームページなどを活用し、不安や悩みを抱えている方々に向けて、匿名での電話相談や

各地域の相談機関の積極的な利用を呼びかけているところでございます。

また、今般の乳児の死亡事案の発生を踏まえ、先日、児童相談所など関係職員による緊急連絡

会議を開催し、市町村や関係団体に対し、改めて住民の皆様からの相談にきめ細かに対応いただ

くよう要請することや、児相職員が市町村に直接出向き、支援を要する家庭の状況把握や支援内

容に積極的に助言することなどを確認したところであります。

今後とも、道民の皆様と一丸となって、地域の見守り機能を十分に発揮し、授かった命を大切

に育み、健やかに成長できる環境整備に取り組んでまいります。

次に、行財政運営に関し、まず、エビデンスに基づく政策展開についてでありますが、道で

は、これまで、各種調査結果を踏まえた施策の立案を進めるとともに、施策の必要性や有効性を

客観的に把握しながら政策評価を実施するなど、実効性のある政策展開に努めてきたところであ

ります。

今年度の政策評価の実施に当たっては、外部有識者の方々の御意見を踏まえ、事業の取組の進

捗状況を表す適切な指標の設定や、社会経済情勢を踏まえた指標の目標値の設定を徹底していく

ことによって、評価の充実を図っていくこととしております。

道としては、人口減少やデジタル化の進展といった社会経済情勢の大きな変化や、財政状況が

厳しさを増す中、状況の変化に的確に対応するためには、これまでにも増して、エビデンスに基

づく政策展開が重要になるとの認識の下、引き続き、政策評価により施策の取組状況を点検し、

予算編成や重点施策に適切に反映するなど、ＰＤＣＡサイクルをしっかり回していくことで、政

策形成プロセスの透明化を図り、道民の皆様に分かりやすく、より効果的な道政の推進に努めて

まいります。

次に、道政上の諸課題に関し、まず、男女平等参画の取組についてでありますが、道では、こ

れまで、男女平等参画基本計画に基づき、関係機関や団体の方々と連携して取組を進めてきた結

果、男は仕事、女は家庭という考え方に同感しない人の割合の増加や、育児休業取得率の向上な

ど、徐々に効果が見られているものの、依然として、固定的な男女の役割分担意識や無意識の思

い込みであるアンコンシャス・バイアスも根強いものと認識をしております。

女性の活躍は、地域や産業の活性化につながり、持続可能な北海道づくりにとって大変重要で

あることから、道としては、経済や産業の関係団体の方々で構成する北の輝く女性応援会議の場

を活用し、オール北海道で機運の醸成を図るとともに、全道各地で活躍する女性の紹介や、各種

セミナー、イベントの開催などを通じ、女性の多様な生き方の選択に応じた活躍の場を支援する
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など、誰もが性別にかかわりなく、個性と能力を発揮することのできる社会の実現に向け取り組

んでまいります。

次に、北海道自殺対策行動計画の策定についてでありますが、道では、毎年度、北海道自殺対

策連絡会議において、各施策の評価、検証と次年度の方向性などを取りまとめており、複雑・多

様化する相談等に対応するための人材確保と資質向上や、増加傾向にある若年層の自殺対策など

が課題となっております。

現在、国では、有識者会議において自殺総合対策大綱の見直しを行っており、この中では、新

型コロナウイルス感染症の影響も踏まえた支援など、今後さらに取り組むべき課題の検討が行わ

れているところでございます。

道としては、こうした国の大綱の見直しの状況を注視しつつ、道の連絡会議において、若年層

の自殺対策などの課題について、保健、医療、福祉や教育などの関係機関から様々な御意見を伺

うなどして、実効性のある対策を検討し、次期計画に反映をしてまいります。

次に、子どもの自殺防止についてでありますが、いじめは、児童生徒の心身の健全な成長と人

格の形成に重大な影響を与える深刻な問題であり、未然防止はもとより、早期発見と早期対応に

より解決されることが重要であります。

このため、道では、児童生徒に対しては、自ら命を絶つような選択は絶対にしないよう相談窓

口の周知に努めてきたところであり、各学校に対しては、いじめ重大事態に係る対応や再発防止

策などの事例を紹介するとともに、教員が児童生徒一人一人にきめ細かに対応できるよう、定数

措置の拡充や教員の負担軽減策を国に要望してきたところであります。

私としては、児童生徒がいじめに悩み苦しむことなく、安心して学べる環境づくりに向け、今

後とも、道教委と連携を強め、学校訪問や研修会など、様々な機会を活用しながら、いじめ防止

対策推進法の趣旨を徹底し、いじめと自殺の未然防止に取り組んでまいります。

次に、経済問題に関し、まず、中小・小規模企業対策についてでありますが、国の中小企業支

援事業に関し、例えば、事業再構築補助金では、補助金の上限額は大きいものの、新たに取り組

む事業の売上高を10％以上とする要件があるほか、対象となる取組が限定的であるなどの課題が

あると考えており、道では、国に対し柔軟な対応を要望してきたところであります。

一方、道の新事業展開・販売促進支援事業では、補助額は低額でありますが、国の事業と比

べ、申請書類を簡素化するとともに、補助対象とする取組を広く設定したところであります。

道としては、より多くの事業者の方々が、国や道の事業など、最適な支援策を活用し、課題解

決や新事業展開などに取り組むことができるよう、経営全般へのアドバイスを行う専門家の派遣

などの活用促進を図るとともに、国や関係機関の方々とも緊密に連携しながら、中小・小規模企

業の方々の取組などをきめ細かに支援してまいります。

次に、概要調査についてでありますが、最終処分法では、文献調査の結果を踏まえ、概要調査

に移行しようとする場合、その時点において、知事と所在市町村長は、経済産業大臣から意見を

聞かれることになっております。
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両町村では、現在、文献調査が行われておりますが、私としては、文献調査終了後、仮に概要

調査に移行しようとする場合には、道の条例制定の趣旨を踏まえ、現時点で反対の意見を述べる

考えであり、その表明に当たっては、道民の皆様の代表である道議会での御議論はもとより、様

々な機会を通じて把握した市町村や道民の皆様の御意見を踏まえ、適切に対応してまいります。

次に、農業振興に関し、てん菜の振興についてでありますが、てん菜は、本道の畑作農業にお

ける基幹作物であり、てん菜から製造される砂糖は、国内の砂糖供給量の約４割を占めるほか、

製糖工場は地域の経済を支える役割を果たしており、今後とも安定的に生産を進めていくことが

必要であります。

一方、砂糖の消費量は年々減少し、在庫が増加する中、本年３月以降、ＪＡグループ北海道と

道内の糖業３社、農林水産省は、今後のてん菜生産の在り方について意見交換を行っているとこ

ろであり、現時点で何ら方針は決まっていないものの、生産者の皆様は不安を抱えているものと

承知しております。

道としては、てん菜が畑作における輪作体系や地域の製糖工場の維持に果たす役割を十分に考

慮して検討が進められる必要があると考えており、関係者による議論を注視するとともに、国の

事業や普及センターによる技術指導を通じた省力化、関係団体の方々と連携した砂糖の消費拡大

を進めるなど、生産者の皆様が安心して営農できるように取り組んでまいります。

最後に、生産資材価格の高騰への対応についてでありますが、今般の燃油、飼料、肥料などの

価格高騰は、大規模で専業的な経営体を主体とする本道の農業経営にとって大きな影響があるも

のと認識しています。

このため、道では、今後とも生産者の皆様が意欲を持って営農に取り組めるよう、国が措置し

た施設園芸で使用する燃油や配合飼料の価格高騰分の補塡、土壌分析による肥料コストの低減に

向けた取組といった事業を効果的に活用することに加え、新たに肥料代の負担軽減に向けた支援

金を交付するとともに、施設園芸でのエネルギー転換のための省エネ機器の導入や、子実用トウ

モロコシなど道産飼料の生産拡大への支援に取り組むことにより、燃油や輸入飼料の使用の低減

を図るほか、自給飼料の活用や有機農業、クリーン農業などを推進することで、外的要因の影響

を受けにくい持続的な本道農業の確立に努めてまいります。

なお、その他の御質問につきましては、担当の部長から答弁をさせていただきます。

以上でございます。

○議長小畑保則君 水産林務部長山口修司君。

○水産林務部長山口修司君（登壇）ゼロカーボン北海道に関し、市町村における森林づくりの体

制強化についてでありますが、道が昨年実施しました森林環境譲与税の活用状況調査におきまし

て、市町村が事業化を進める上での課題として、間伐などの事業の設計や検査方法などを熟知し

ている職員がいないこと、参考となる活用事例が十分でないことなどが挙げられており、地域の

実情を踏まえたきめ細かな支援が必要と考えております。

このため、道といたしましては、引き続き、市町村職員の皆様の知識や技術の向上を目的に、
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相談窓口の設置や研修会の開催などに取り組むほか、市町村に対して、手入れが行われていない

森林に関するデータや、公共施設における木材の利用事例等の情報提供を行うとともに、事業の

実行段階におきましても、振興局の職員がサポートを行うなどして、市町村による森林づくりの

取組を促進してまいります。

以上であります。

○議長小畑保則君 総合政策部次世代社会戦略監渡邉宏和君。

○総合政策部次世代社会戦略監渡邉宏和君（登壇）北海道Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の推進についてで

ございますが、デジタル技術を活用した活力あふれる未来社会の実現には、デジタル技術を活用

できる人材の育成確保など、道内のデジタル対応能力の向上が重要と認識しているところでござ

います。

このため、道では、顧問に御就任いただいた慶應義塾大学の村井教授から人材育成策について

御助言をいただきつつ、地域におけるデジタル人材の人物像や、備えるべき知識、スキルなどを

明らかにするほか、人材育成・確保のための仕組みづくりを検討しているところであり、今後必

要となるデジタル人材の育成確保に向けて、関係機関や民間企業等とも連携するなど、オール北

海道でＳｏｃｉｅｔｙ5.0の実現に取り組んでまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 保健福祉部少子高齢化対策監鈴木一博君。

○保健福祉部少子高齢化対策監鈴木一博君（登壇）子ども政策に関し、まず、子育て支援体制の

整備についてでありますが、保健師等を配置し、妊娠、出産、子育てに関する各種相談に応じ、

切れ目のない支援を提供する子育て世代包括支援センターにつきましては、第４期子ども未来づ

くり北海道計画において、令和６年度までに全市町村での設置を目指し、道立保健所による技術

的支援や道内の先進事例の情報提供、研修会の開催などに取り組んできたところでございます。

今般の法改正により、国では、このセンターの役割を見直し、各市町村に、妊産婦や子育て世

帯、子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センターの設置を進めることとしております

ことから、道といたしましては、新制度への円滑な移行のための支援の充実や人員配置の弾力化

など、市町村の実情を踏まえた運用が可能となりますよう国に要望するなどして、各地域におき

まして必要な機能が確保されるよう取組を進めてまいります。

次に、こども家庭庁への対応についてでございますが、国では、子ども政策をさらに強力に進

めていくため、常に子どもの視点に立ち、子どもの最善の利益を第一に考え、自立した個人とし

てひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けて、司令塔役となるこども家庭庁を

創設することとしたところでございます。

道といたしましては、子どもたちの年齢や発達の過程に応じながら、子どもを取り巻くあらゆ

る環境を視野に入れ、その権利を保障し、施策を展開することが重要と考えており、今後、こど

も家庭庁が担う業務や機能に関する検討状況のほか、新年度施策に関する情報収集を進めなが

ら、子どもや家庭が抱える様々な課題に的確かつ迅速に対応できるよう、教育庁をはじめ、庁内
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関係部で構成する検討委員会で、具体的な対応方向につきまして必要な検討を行ってまいりま

す。

以上でございます。

○議長小畑保則君 総務部職員監若原匡君。

○総務部職員監若原匡君（登壇）行財政運営に関し、職員の意欲を高める取組などについてであ

りますが、近年の人口減少による労働力不足などの地域課題に対し、自らの空いた時間を活用し

て地域に貢献したいという日高振興局の職員からの提案を踏まえまして、社会活動や地域活動に

参加しやすくなるよう、兼業を行うことができる要件を明確化したところであり、他の地域でも

同様の課題があると考えられますことから、今後、実際に取り組んだ活動内容や職員の声などを

取りまとめ、全庁で共有し、この制度が地域の実情に応じて円滑かつ適切に運用されるよう努め

てまいります。

また、道として、質の高い行政サービスを提供し続けていくためには、職員一人一人の意欲や

能力を最大限引き出すことが大変重要であると考えており、職員が自ら描いた将来のキャリアプ

ランに沿って、政策課題の解決に必要な専門性の養成に重点を置き、結婚や子育てなど、職員の

ライフステージの変化にも柔軟に対応しながら、着実にキャリアアップさせる人事管理を進める

ことで、職員のモチベーションの維持向上に努めてまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 総合政策部交通企画監宇野稔弘君。

○総合政策部交通企画監宇野稔弘君（登壇）持続可能な交通ネットワークの実現についてでござ

いますが、本道における公共交通を取り巻く環境は、人口減少や高齢化の進行、運転手の確保と

いった課題がある中、道では、長引くコロナ禍の影響によって失われました交通需要の着実な回

復が必要であるとの認識の下、ぐるっと北海道の継続実施に向けた補正予算を本定例会に提案し

ているところでございます。

こうした取組に加え、北海道鉄道活性化協議会では、鉄道やバスをはじめとする公共交通の利

用促進に向けまして、ノーカーデーの実施や「花たび そうや号」のＰＲ、子どもの鉄道乗車体

験、ラベンダー編成等を活用しました車内イベント等を企画するなど、地域と連携した全道的な

利用促進の取組を進めているところでございます。

道といたしましては、本道のさらなる発展を支える交通ネットワークの実現に向けて、Ｍａａ

Ｓの活用など、多様な交通事業者間の連携によりますシームレス交通の推進に加え、交通事業者

の協力の下、感染拡大防止対策の取組にも努めながら、本道の持続的な交通ネットワークの確保

に向け、交通政策総合指針に掲げます各般の施策展開を着実に推進してまいります。

○議長小畑保則君 総務部危機管理監古岡昇君。

○総務部危機管理監古岡昇君（登壇）女性の視点に立った防災の取組についてでございますが、

道では、災害に強い社会の実現のためには、防災分野における女性の参画を拡大し、多様な視点

を取り入れていくことが重要と考えており、例えば、北海道版避難所マニュアルでは、女性がリ
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ーダーシップを発揮しやすい体制を確立するための手順などを示すとともに、市町村長や市町村

の担当者を対象に、道の防災教育アドバイザーの協力を得て、研修会を開催するなどし、意識啓

発に努めてきたところでございます。

また、防災計画に女性の視点を取り入れるため、道の防災会議における女性委員の登用に努め

ているところでございますが、委員の多くは、それぞれの機関の代表者や職位に基づいた推薦と

なっており、現在、68名の委員のうち、女性は７名にとどまっているところでございます。

道といたしましては、今後とも、防災訓練や研修の場などを活用した意識啓発のほか、道の防

災会議の構成機関や市町村の防災会議に対して、女性委員の登用を働きかけるなど、女性の視点

に立った防災の取組の促進に努めてまいります。

○議長小畑保則君 経済部食産業振興監遠藤俊充君。

○経済部食産業振興監遠藤俊充君（登壇）経済問題に関し、道内ワイン産業への支援についてで

ありますが、ワイン産業は、食や観光とも結びつき、北海道のブランド価値を高める波及効果の

高い産業と認識しております。

このため、道では、北大などと協力し、産学官金で構成する北海道ワインプラットフォームを

立ち上げ、栽培や醸造に関する技術的支援を実施しているところです。

また、道産ワインの認知度向上や販路開拓に向け、道内及び首都圏においてワインセミナーを

開催するとともに、道産ワインのさらなる品質向上に向け、北海道ワインアカデミーを実施し、

人材育成に取り組んでいます。

道といたしましては、北大が開設した北海道ワイン教育研究センターと連携をし、様々な支援

を行うことで、道内各地域でワイナリーが集積し、持続的に発展できるよう取り組んでまいりま

す。

○議長小畑保則君 経済部観光振興監山﨑雅生君。

○経済部観光振興監山﨑雅生君（登壇）まず、安全、安心で選ばれる観光地づくりについてであ

りますが、観光産業は裾野が広く、自然災害や大規模事故などが発生した際は、地域の様々な幅

広い産業に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。

道といたしましては、今回のような悲惨な事故が二度と繰り返されることがないよう、国や関

係団体と連携しながら、各旅客船事業者を訪問し、安全対策の取組を発信するための働きかけを

行うとともに、地域の観光協会や全道の旅客船団体が実施する安全な旅の提供に向けた取組など

を広く全国に発信する活動等に対し、緊急的な支援を行うことで、マイナスイメージの払拭を図

ることとしております。

今後とも、関係団体等と一丸となって積極的な情報発信を行い、誰もが安心して道内旅行を楽

しんでいただける環境づくりに努めてまいります。

最後に、ＭＩＣＥ誘致への取組についてでありますが、世界的な新型コロナウイルス感染症の

経験を経て、ＭＩＣＥの開催形態は、これまでの現地参加を前提とするものから、現地参加とオ

ンラインの併用による、いわゆるハイブリッド型が主流となり、開催地への訪問者の減少が懸念
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されております。このことから、今後は、これまで以上に現地参加を促す取組が必要と認識して

おります。

道といたしましては、自然や食などの本道の価値を強くアピールし、参加者の現地への来訪意

欲を高めるとともに、高齢者や障がいのある方々が安心、快適に参加できる「やさしいＭＩＣ

Ｅ」の誘致など、新たな需要を取り込むための取組を北海道ＭＩＣＥ誘致推進協議会をはじめと

した各都市や関係機関と連携しながら、戦略的に進めてまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 農政部長宮田大君。

○農政部長宮田大君（登壇）農業振興に関し、優良農地の確保についてでありますが、大規模で

専業的な土地利用型農業を主体とする本道の農業、農村が、将来にわたり持続的に発展していく

ためには、良好な営農条件を備えた優良農地の確保が極めて重要です。

こうした中、国では、農地所有適格法人における農業関係者以外の出資割合を引き上げる規制

緩和を検討しており、道としましては、農業者の規模拡大や６次産業化の推進などへの円滑な資

金調達が期待される一方で、企業の安易な撤退による農地の不適切な利用や遊休化の防止に向け

た対応が必要と考えます。

このため、道では、国に対し、農地の不適切な利用を防止する措置を講ずるよう求めるととも

に、今後とも、市町村や農業団体とも連携し、農地の適正利用に向けた指導の徹底に努めるほ

か、農業委員会や農地中間管理機構への支援などによる意欲ある担い手への農地の利用集積や集

約化、圃場の大区画化や排水改良などの基盤整備の計画的な推進などにより、優良農地の維持確

保に取り組んでまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 農政部食の安全推進監野崎直人君。

○農政部食の安全推進監野崎直人君（登壇）農業振興に関し、ＧＭ条例についてでありますが、

このたびの改正は、観賞用の遺伝子組換えコチョウランが今後鉢植えで流通する見込みであり、

道内の一般家庭などでも条例で定める手続を経ずに栽培される可能性があることを踏まえ、条例

で規制する対象範囲を食用及び飼料用などに整理し、食の安全、安心を確保する条例であること

を明確にするため、本定例会に提案したものであります。

道では、こうした改正の考え方について、あらかじめ有識者などで構成する北海道食の安全・

安心委員会での審議をはじめ、消費者や生産者団体の皆様との意見交換、さらには、パブリック

コメントを行ったところ、食用ではない作物を除くべきといった御意見のほか、環境への影響を

懸念する声などがございましたが、コチョウランをはじめ、国の承認を経た観賞用の遺伝子組換

え作物は、交雑を含め、生態系への影響がないことが確認されている旨の説明により、おおむね

理解を得たところでございます。

道といたしましては、今回の改正を通じて、食用や飼料用の作物に対する栽培ルールを徹底

し、今後とも、本条例を適切に運用することによって、本道の食の安全、安心の確保を図ってま

【令和４年（2022年）６月17日（金曜日） 第２号】



いります。

○議長小畑保則君 教育長倉本博史君。

○教育長倉本博史君（登壇）池本議員の御質問にお答えをいたします。

初めに、道政の諸課題に関しまして、子どもの自殺防止についてでありますが、未来ある子ど

もたちの命はかけがえのないものであり、いじめによって子どもたちが深く傷つき、自らの命を

絶つようなことは決してあってはならず、こうした事案の根絶を目指すため、学校、教育委員会

は、家庭、地域、関係機関との連携を強化し、自殺防止に取り組むことが重要です。

道教委といたしましては、市町村教育委員会や校長会、ＰＴＡ、道福祉部局などの関係機関で

構成をする北海道いじめ問題対策連絡協議会において、相互の役割を確認し、連携する上での課

題について協議するなど、関係機関等と一体となって取り組んでまいります。

また、指導主事による学校訪問や教職員研修等を通して、法令に示された学校内の組織体制の

構築はもとより、学校、教育委員会の責務や、いじめの初期対応、重大事態への対処などの基本

的認識について、市町村教育委員会、学校との共有を徹底し、状況に応じて必要な対応を行うな

ど、児童生徒の自殺の未然防止に取り組んでまいります。

次に、教育行政に関しまして、まず、デジタル教科書についてでありますが、国では、令和３

年度からデジタル教科書の活用を促す事業を実施しており、昨年度は約４割の小中学校等に配付

をし、今年度は全ての小中学校等に英語の教科書を配付するなど、デジタル教科書の本格的な導

入に向けた取組を進めております。

道教委では、指導主事等の学校訪問などによりデジタル教科書の活用状況を把握し、効果的な

活用法について指導助言を行うとともに、図表の拡大や文字の書き込み機能をはじめ、動画や音

声などを取り入れて学習効果を高めた実践事例を全道に普及しております。

今後は、管内の中核となる教員が参加する教育課程改善協議会において、デジタル教科書を活

用した授業づくりについて研修する場を設けるとともに、指導力の優れた教員で編成する授業改

善推進チームが実践研究を行い、その成果を各学校に普及するなど、全ての教員がデジタル教科

書を効果的に活用した授業を行えるよう支援してまいります。

次に、視力低下防止の取組についてでありますが、全ての子どもたちの可能性を引き出す個別

最適な学びと協働的な学びを実現するため、ＧＩＧＡスクール構想の推進やデジタル教科書の導

入など、ＩＣＴの積極的な活用が進められている中、端末利用に当たりましては、視力低下の防

止をはじめとする児童生徒の健康への配慮等が重要です。

こうしたことから、道教委では、市町村教育委員会及び学校に対し、端末利用時の健康への配

慮事項を記載した啓発リーフレットを配付し、活用を図ることを通して、タブレット使用時の正

しい姿勢や、一定の時間利用した後に休息を入れるなど、目の健康に関する指導の徹底や、家庭

と連携した生活習慣の改善に関する取組を進めるよう指導しております。

さらに、今後、小児科医や眼科医等の専門家と連携を図り、目を大切にする指導の実践研究に

取り組み、その成果を広く周知して各学校における取組の定着を図るなど、児童生徒の目の健康
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の保持増進に努めてまいります。

最後に、廃校となった学校の利活用についてでありますが、道内において平成14年度から令和

２年度までに廃校となりました学校は858校で、このうち現存している施設は750か所、その中で

活用された施設は約６割の447か所あり、主な活用用途といたしましては、小中学校など他の学

校への転用や、企業や法人等の施設への活用のほか、各種の社会教育施設や福祉施設としての利

用などがあります。

道教委では、道や各市町村における未利用財産の有効活用は大変に重要であるとの考えの下、

市町村に対し、道内における小中学校の廃校校舎の活用事例を提供するなどして利活用の促進を

図っているほか、道立学校につきましては、ホームページで廃校校舎情報を周知することに加

え、民間需要を把握するためのサウンディング型市場調査を実施するなどしており、今後も、知

事部局や市町村とも連携をしながら、廃校となった校舎の有効活用に努めてまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 池本柳次君。

○75番池本柳次君（登壇・拍手）（発言する者あり）ただいま、知事及び教育長から御答弁をい

ただきましたが、再度質問いたします。

初めに、新型コロナウイルス感染症についてであります。

道の有識者会議が昨年11月24日を最後に開催されていない理由をお伺いいたしましたが、昨年

11月の有識者会議の開催後、オミクロン株の確認を踏まえ、有識者の意見をいただき、感染防止

行動の徹底に取り組んだとの答弁で、開催しなかった理由については全く触れられておりませ

ん。

加えて申し上げれば、道の新型コロナウイルス感染症対策の推進を図ることを目的として設置

している感染症対策専門会議につきましても、昨年10月27日の会議を最後に開催された形跡がな

く、知事が両会議の意義をどう認識されているのか、疑問であります。

さきの先議案件における質疑の際にも申し上げましたが、知事は、議会との関係について、二

元代表制の両輪であり、予算をはじめ、様々な行政課題について、議会に丁寧な説明を行うこと

はもとより、しっかりと論議をいただきながら、道政のかじ取りを担ってまいりたいとの考えを

示しておりますが、しっかりと論議を行うためには、知事をはじめ、特に、本会議に出席されて

いる理事者の皆さんの、議会の質問に真摯に向き合う姿勢と誠実な答弁がなければ成立しないわ

けであります。

我が会派では、長期間に及び変異を繰り返すウイルスの特性に照らした感染防止対策や、緊急

事態措置などにおける対策の在り方について、アリバイづくりのように有識者会議の委員個々に

意見聴取を繰り返すのではなく、重要な局面にありましては、対面、オンラインにこだわらず、

会議を開催の上、委員間でしっかりと論議を深め、対策を決定することと併せて、経過の見える

化を図るよう、幾度となく求めてまいりました。

昨年の11月以降、ウイルスの変異を踏まえた対策の在り方など、新型コロナウイルス感染症の
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対応を検討、決定するに当たり、有識者会議を開催すべき機会があったわけでありますが、なぜ

開催してこなかったのか、端的に伺いますので、知事は、論点をはぐらかすことなく、明確にお

答えください。

次に、これまでの道の対応に関する検証と次の事態への備えについてであります。

今後の感染拡大など、次の事態への備えにつきましては、答弁いただいたように、国の考え方

を踏まえる必要性は理解するものの、これまでの道の対応につきましては、感染状況が減少傾向

にあり、病床使用率なども含めて、一定程度事態が落ち着いている今だからこそ、時期を逸する

ことなく、直ちに着手すべきでありますが、所見を伺います。

次に、森林環境税、森林環境譲与税についてであります。

市町村では、事業の設計や検査方法などを熟知している職員がいないなどの課題があることか

ら、相談窓口の設置や振興局職員のサポートなどの支援を行うとしています。

それはそれといたしまして、特に課題の大きい市町村には、事業が軌道に乗るまで道職員を派

遣するなど、プッシュ型、伴走型の支援を検討すべきと考えますが、見解を伺います。

次に、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0についてであります。

デジタル人材の育成確保に向けて、オール北海道で取り組むとのことであります。

我が国の労働力人口6860万人のうち、45％の3057万人が女性ですが、ＩＴ技術者における女性

の割合は僅か19％にとどまっています。女性デジタル人材の育成についてどう取り組むのか、伺

います。

次に、子ども政策についてであります。

知事直轄の指令組織につきましては、現行体制のままでよしとし、子育て支援の強化について

は、全く具体性を欠く答弁でありました。

道内の合計特殊出生率が1.20と低下し、少子化が一段と進んでいる状況にもかかわらず、知事

の危機感は全く感じられませんでした。子育て支援の強化について、再度の答弁を求めます。

赤ちゃんポストにつきましては、今後とも、地域の見回り機能を十分に発揮し、授かった命を

大切に育み、健やかに成長できる環境整備に取り組むとのことでありますが、赤ちゃんポスト

は、そうした見守り機能の網から外れた最後のセーフティーネットであります。

難しい問題でありますことは十分承知しておりますが、赤ちゃんポストについての見解を再度

伺います。

次に、ＥＢＰＭについてであります。

政策形成プロセスの透明化を図り、道民の皆様に分かりやすく、より効果的な道政の推進に努

めるとのことで、ぜひ言葉どおり実行していただくことを期待いたしますが、エビデンスに基づ

く政策展開がどう推進されているかにつきましては、見える化が必要であります。どのように取

り組むのか、伺います。

次に、女性の活躍、男女共同参画についてであります。

ただいま、男は仕事、女は家庭に同感しない人の割合が増加しており、育児休業取得率も向上
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している旨の答弁がありましたが、道内における男性の育児休業取得率は、相変わらず全国平均

を下回っています。

男性の取得率を高めることが女性の活躍の場を広げ、社会の意識変革を促すことにもつながる

と考えます。取得率向上に向けた取組について伺います。

次に、経済問題についてであります。

先ほども申し上げましたが、山梨県では山梨ワイン産地確立推進計画を、長野県では信州ワイ

ンバレー構想を作成し、取組を進めております。

北海道にあっても、北海道ワインバレーの実現に向けた指針が必要と考えますが、見解を伺い

ます。

文献調査につきましては、基本的にはこれまでの繰り返しでありましたが、現時点で反対の意

見を述べる考えだが、表明に当たっては、道議会での議論はもとより、様々な機会を通じて把握

した市町村や道民の意見を踏まえ、適切に対処すると、含みを込めたお答えでございました。

答弁をそのまま受け止めると、現時点では反対の意見を述べるつもりであるけれども、経産大

臣から意見を求められた際には、事情によっては意見が変わるかもしれないとの趣旨だと理解し

ますが、それでよいのか、伺います。

次に、観光振興についてであります。

今後とも、積極的な情報発信を行い、誰もが安心して道内旅行を楽しんでいただける環境づく

りに努めるとのことでありますが、情報発信の必要性は認めますが、事業者などが行う安全対策

に対する支援も同時に講ずるべきと考えます。その所見を伺います。

以上で私の質問を終わります。（拍手）（発言する者あり）

○議長小畑保則君 知事。

○知事鈴木直道君（登壇）池本議員の再質問にお答えいたします。

最初に、私の基本姿勢に関し、まず、これまでの新型コロナウイルス感染症対策についてであ

りますが、道では、これまで、有識者の方々に御意見をいただきながら対策を講じるとともに、

オミクロン株の知見の蓄積などを踏まえ、全国知事会を通じ、国にレベル分類の運用や重点措置

の適用の明確化等を求めてきたところであります。

このたびの国の有識者会議の報告書においても、国が適切な運用の在り方について基準や指針

を示すことが重要といった指摘が行われたところであり、これまでの道の対応について、有識者

会議を開催し、御意見を伺うに当たっては、こうした指摘に対する国の具体的な考え方などを見

極めて、そのタイミングについて検討してまいります。

次に、市町村における森林づくりの体制強化についてでありますが、道では、これまでも、振

興局の職員が市町村を直接訪問し、きめ細かにサポートするなど、プッシュ型、伴走型の支援を

行っており、特に、職員の体制が整わないなど、課題が大きい市町村に対しては、国の財源措置

がある地域林政アドバイザー制度の活用を促しているほか、アドバイザーを育成するための研修

を行っているところでございます。
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今後とも、こうした取組を積極的に進めることにより、市町村の体制強化を図ってまいりま

す。

次に、女性デジタル人材の育成についてでありますが、デジタル人材の需要が高まる中、道と

しては、性別の分け隔てなく自分の力を発揮できるよう、人材の育成を進めていくことが重要で

あると認識しています。

このため、道では、子育て中の女性の方々でも受講しやすいよう、託児サービスつきのコース

も用意をしながら、ＩＴスキルを習得するための職業訓練を実施しているところであり、今後

も、国が今年度策定した女性デジタル人材育成プランなども踏まえながら、デジタル人材の育成

に取り組んでまいります。

次に、今後の子育て政策の取組についてでありますが、道としては、誰もが安心して子どもを

産み育てることができ、未来を担う子どもたちが健やかに成長できる環境づくりは、最重要課題

であると認識をしており、保育の受皿整備や人材の確保、児童虐待の未然防止など、喫緊の課題

への対応に加え、男性の育児休業の促進や、医療費助成、経済的負担の軽減など、子育て家庭に

関する各種支援に取り組んでいるところでございます。

今後の子ども施策の効果的な展開に当たっては、子どもや家庭が抱える様々な課題に対し、き

め細かに切れ目のない包括的な支援を実施することや、誰一人取り残さず、子どもや家庭に必要

な支援をプッシュ型で実施できるよう、教育庁をはじめ、関係部局、振興局が連携をして、総合

的な対応力を一段と高めてまいります。

次に、赤ちゃんポストについてでありますが、養育困難な子どもを匿名で預ける赤ちゃんポス

トについては、虐待や死に至るような子どもを救うことにつながる面を持つ一方で、乳児の安全

確保上の懸念や、子どもの養育を放棄し、安易な預け入れを助長するおそれ、さらには、子ども

の出自に関する情報が欠如するなど、その設置等の適否については大変難しい問題があると考え

ております。

道としても、先般、国に対し、道内事例に関する問題を提起し、今後の考え方を検討するよう

要請してきたところでありますが、まずは、こうした施設を利用する状況にならないよう、市町

村や関係団体の皆様にも御協力いただきながら、地域の見守り機能を発揮していくとともに、予

期せぬ妊娠や子育てへの不安や悩みを抱えている方々に対し、各種相談機関の周知や利用の促進

を図ってまいります。

次に、エビデンスに基づく政策展開についてでありますが、社会経済情勢の変化などに的確に

対応し、道民の皆様に質の高い行政サービスを提供していくためには、客観的な根拠に基づく政

策効果の検証が重要と考えており、今年度の政策評価の実施に当たっては、取組の成果や今後の

方向性を明らかにするため、施策の進捗や道政課題への対応状況を示す様々なデータを用いた検

証を徹底していくこととしております。

道としては、引き続き、政策評価制度を通じ、政策の目的に対する効果の発揮が分かりやすい

ものになるよう努め、ＰＤＣＡサイクルをしっかり回していくことで、実効性のある政策展開を
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図ってまいります。

次に、男性の育児休業取得率向上に向けた取組についてでありますが、道では、これまで、男

性の育児休業取得促進のため、ハンドブックの作成、配付や、取得状況等を評価する企業認定制

度の普及などに取り組んできており、今年度は、これらに加え、いわゆる産後パパ育休など、法

令の改正に伴う新制度の周知や、地域で行う研修会への講師派遣などを行うこととしているとこ

ろであります。

今後とも、国や市町村、関係団体の方々とも連携をしながら、男女が共に仕事と子育てを両立

できる環境づくりを進め、全ての人がその個性と能力を十分発揮することができる社会の実現に

向け取り組んでまいります。

次に、ワイン産地の形成についてでありますが、道では、２年間の検討を経て、北大や道総研

など、道産ワインの振興を図る関係機関の連携協議体として、北海道ワインプラットフォームを

本年４月に立ち上げたところであり、北大が開設した北海道ワイン教育研究センターと連携し、

本プラットフォームを通じて、栽培や醸造、販路拡大など、様々な支援を計画的に行い、本道が

世界に通用するワイン産地となるよう努めてまいります。

次に、概要調査についてでありますが、最終処分法では、文献調査の結果を踏まえ、概要調査

に移行しようとする場合、その時点において、知事は、経済産業大臣から意見を聞かれることと

なっており、私としては、大臣から意見を聞かれた場合における回答の考え方について、現時点

と申し上げているところでございます。

最後に、安全、安心で選ばれる観光地づくりについてでありますが、自然環境に恵まれた本道

観光を多くの皆様に楽しんでいただくため、道としては、安全な旅の提供に向けた情報発信はも

とより、安全で質の高いサービスを提供するアウトドアガイドの育成や、観光事業者の方々に対

し、災害時の対応に関する研修を行うなど、今後とも安心して道内旅行を楽しんでいただける環

境づくりに努めてまいります。

以上でございます。

○議長小畑保則君 池本柳次君の質問は終了いたしました。

以上をもって本日の日程は終了いたしました。

６月20日の議事日程は当日御通知いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

午後５時41分散会
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