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北海道知事 

 高橋はるみ 様 

根室振興局長 

 中田 克哉 様 

 

 貴職の日頃よりの北海道および根室管内行政推進へのご努力に、心より敬意を表します。 

 このたび、日本共産党釧根地区委員会と日本共産党根室管内地方議員は、下記の要望

事項をとりまとめました。 

 貴職に置かれましては、要望事項実現のため、関係機関への要請なども含めてご高配下

されますよう、強く要望申し上げます。 

 

日本共産党 釧根地区委員会   

根室管内地方議員団 

 

記 

 

根室管内 共通 要望事項 

 

１．TPP 等貿易協定について 

(1) TPPの合意内容は明らかに国会決議に反します。TPP協定の国会批准をしないよう強く

国に要請して下さい。 

(2) TPP の影響について国は一定の数字を示していますが、自治体や農協等が独自に算

出した数字とかなり異なるところがあります。国の示す影響額等の数字に頼ることなく、

独自の調査による算出を行うよう要望します。 

 

２．領土問題 

(1) 第２次世界大戦の戦後処理の基本方針であるカイロ宣言に基づいた「領土不拡大」の

大原則に立ち返り、歯舞・色丹の中間条約での即時返還、および平和条約の締結で国

後、択捉等千島列島の返還を要求すること。 

(2) 急速に衰退する隣接地域の実態をふまえ、「北方領土問題等の解決の促進のための

特別措置に関する法律」の今後のあり方について、北海道としても検討を行うこと。 

① 「第 7 期北方領土隣接地域の振興及び住民の安定に関する計画」に対する検証・

分析を行うこと。 

(3) 今後急減する北方基金の運用益に対し、地域財源の確保対策を進めること。 

① 国交省の北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金の増額。 

② 北海道の北方領土隣接地域振興重点施策推進費補助金の増額。 

③ 改正沖縄振興特別措置法を参考にした新たな「交付金」制度等の創設。 
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３．漁業に関する問題 

(1) サケ・マス流し網漁業関連対策について 

① 代替え漁業について 

(ア) 公海サンマ漁については全てがロシア側への輸出となり、地元の地域経済波

及効果が期待できないことから一定程度を地元で資源利用できるよう、水揚げ

量と水揚げ時期の調整をおこなうこと。 

(イ) サバ・イワシ漁については、より効果的な操業により花咲港への水揚げが可能

となるよう今年の操業の内容を踏まえ改善をはかるとともに安定的な事業の継

続をはかること。 

② ハナサキガニ、シマエビのふ化事業を早期に拡大できるよう、市水産研究施設に隣

接する地域に「栽培漁業施設」建設に対する国及び道の財政的な支援を行うこと。 

(2) 漁業以外の水産加工業をはじめとする関連産業に対する実効性のある対策を講ずるこ

と。 

(3) 北海道海面漁業調整規則に規定するラインの見直しを行うこと。 

(4) ロシア国内情勢に影響されることのない北方四島周辺海域における安全操業の安定的

継続。 

 

４．循環型酪農・畜産の確立 

(1) 酪農・畜産家の経営継承を促進する対策を強化・拡充すること。 

① 「新規就農総合支援事業」については、一定の改善が図られているところですが、

さらに各地域の実情と農家の要望に合致した使い勝手のよい制度になるよう要望し

ます。 

② 「根釧酪農ビジョン」に経営継承のパターンが例示されるなど、政策の具体化が一

定程度進んできていますが、システム構築などさらに具体化を図ること。 

③ 民間の有志による「農場継承を支える会」が設立されました。居抜き型継承を中心と

した経営継承を推進する意欲的取り組みです。こうした民間の取り組みに道として

も支援することが必要ではないかと思います。貴局のお考えをお伺いします。 

(2) 酪農家の離農が相次いでいます。このままでは根室管内の農村地域は、地域として持

続できなくなるのではないかという危惧が生まれます。農村地域を地域として存続する

ためには、小規模・家族経営の酪農家を含め多様な経営が存在し、ともに尊重され、ど

れにも公平に必要な支援がなされなければならないと思います。規模や生産がそれほ

ど大きくなくても農業所得率が高く、健全で安定した経営をしている農家があるにもかか

わらず、評価や支援策は規模拡大、生産増に傾く傾向があります。この点を改善する必

要があると思いますが、貴局のお考えをお聞きします。 

(3) これまでの酪農は、穀物の輸入や機械の導入など電気、化石燃料等のエネルギーを大

量消費することによって維持向上してきた面があります。また、化学肥料や農薬の大量

投入や農地拡大、さらには生ふん尿の散布などにより自然環境の悪化を招いてきた部

分もあります。これまでの酪農のあり方を見直し、可能な限りエネルギーの消費と農地へ
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の化学物質の投入を抑え、自然循環型の酪農に切り替えていくことが、「持続する酪

農」に通じるのではないかと思います。貴局のお考えをお聞きします。 

(4) 昨年「畜産クラスター関連事業については、現状維持型・低投入型農業経営を排除せ

ず、対象とすること」と要望しましたが、現実は要望とは程遠いものになっています。直ち

に改善していただきたいと思います。 

 

５．教育について 

(1) 昨年「教職員の多忙化」について改善を求めたことに対し、貴局は、「『部活動休止日』

『週休日の振り替えや定時退勤日の定期的な実施』など『重点取り組み』を各学校、教

育員会に通知している」とし、さらに、「課題や方向性などについても検討し、実効性の

高いものとなるよう務める」と回答されています。しかし、現場では「多忙化」が改善され

たという実感が持てていません。 

① 「重点取り組み」の周知や取り組みの状況を具体的にお知らせ下さい。 

② 課題や方向性の検討はどのように進みましたか。具体的にお知らせ下さい。 

③ 昨年の要望で「①道教委の調査物は多すぎるので改善してほしい。」「②学力テスト

の採点と分析を教頭がしている。負担が大きいので改善してほしい。」の 2 点につ

いて具体的な回答がありませんでした。改めまして具体的な回答をお聞かせ願い

たいと思います。 

(2) 昨年「長距離通勤の負担が大きい。改善をしてほしい」との要望を提出させていただき

ました。特に、当方が申し上げたかったことは、「ここ数年の間で学校統廃合が進み、異

動の基準を決めた時と比べて各地域の学校数が大きく変化している。こうした現状を踏

まえて基準の見直しをすべきではないか」ということでした。これに対するお答えがなか

ったので、改めてお答えをいただきたいと思います。また、長距離通勤の実態調査はさ

れているのか、お聞きします。 

(3) 昨年、「管内における特別支援学校(義務制)の分校もしくは分教室の設置」について要

望しましたが、その後の進展状況をお知らせ下さい。 

(4) 教職員の配置数の充実（①35人以下学級の拡充 ②非正規教員の解消と産休や長期

病欠の保証ができる教員定数の抜本策）を要望しましたが、その後の進展状況をお知

らせ下さい。とりわけ、産休代替教員の確保について現場では大変苦労しています。対

策は進んでいるでしょうか。 

 

６．防災・減災対策 

(1) 建物の耐震診断及び耐震改修について、現行補助率のかさ上げ並びに補助条件・

要件の緩和をはかること。とりわけ、防災拠点となる市町村庁舎の耐震改修について

は、熊本地震の実態を踏まえ「小中学校の耐震改修制度」並みの制度の創設を急ぐ

こと。 

(2) 異常気象にともなう降雨被害等、都市環境整備の制度は、地方都市においても大都

市における降雨被害等の都市環境整備制度と同様の制度とすること。 
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７．地域医療の確保と充実 

(1) 医師の長期的安定的な確保をはかるための支援対策の確立。 

① 医師の安定確保支援対策としての財政支援を含めた諸施策の確立。 

② 臨床研修修了後、一定期間過疎地などでの勤務を義務付ける等、医師不足解消

のための具体的方策の確立。 

③ 医師確保が困難な過疎地域等の医療事情を踏まえ、全国一律となっている医師配

置基準の抜本的な見直し。 

④ 新医師臨床研修制度の導入による問題点の検証と制度の改善。 

⑤ 地域の基幹病院である地域センター病院やへき地医療拠点病院に対する優先・安

定的な公的医師派遣制度の確立。 

(2) 自治体病院・診療所運営、施設整備に対する財政支援措置の拡充。 

① 自治体病院等の運営費及び施設整備に対する補助制度の創設と医療機器等に

対する補助制度の拡充。 

② 救急医療、高度医療、特殊医療などの不採算部門に対する財政支援の確立。 

③ 地域センター病院等に対する交付税措置の拡充。 

(ア) 病院事業債元利償還金の辺地債、過疎債と同程度の算入率への引き上げ。 

(イ) 普通交付税算入病床単価の引き上げ。 

(ウ) 救急告示病院の指定を受ける地域センター病院等における普通交付税算定

額の引き上げ。 

④ 人口１０万人対医師数が都道府県内の平均値を大きく下回る医療圏域の病院に対

する交付税措置の拡充 

(ア) 普通交付税算入病床単価の引き上げ。 

(イ) 医師確保が困難な地域で救急告示病院の指定を受ける病院に対する普通交

付税算定額の引き上げ。 

(ウ) 病床数に応じて算出される特別交付税において一般会計からの実繰出額との

比較方式への見直し。 

(3) 医療技術者の確保対策と養成施設の新設等。 

① 薬剤師、助産師、看護師、医療技術者等の確保を図るための支援対策の確立と養

成施設の新設、現施設の定員枠の拡大 

 

８．矢臼別演習場での海兵隊移転訓練 

(1) 沖縄で米軍属（元米海兵隊員）による女性暴行殺人事件が起きました。米軍基地がある

がゆえの米軍関係者による犯罪の繰り返しに対して、米海兵隊の移転訓練（実弾射撃

訓練分散実施）を受け入れている道と矢臼別演習場周辺自治体は看過することはでき

ないと思います。沖縄における元米海兵隊の女性暴行殺人事件に対し、道としても厳

重な抗議を行うとともに、矢臼別演習場での米海兵隊「沖縄県道 104 号線越え実弾射

撃訓練の分散・実施」は今後一切行わないことを政府に求めるよう強く要望します。 
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９．その他、諸課題 

(1) 集団的自衛権の閣議決定及び安保関連法の廃止を政府に求めること。 

(2) 海岸保全・浸食対策事業について、地域の要望箇所数に対して実施される事業が

少なすぎる。近年高潮など気候・海洋環境の変動の影響などからおこる自然災害

への対応の観点からも、特に根室管内は対策が必要な地域として積極的な予算措

置を行うこと。 

(3) エキノコックス症予防対策への財政支援 

① 媒介動物の駆除対策・衛生教育の充実等のほか検診体制の強化、さらに患者負

担の軽減及び早期発見、早期治療を促すための取り組みに対する財政支援。 

 

 

根室市 要望事項 

 

１．海岸浸食・保全等について 

(1) 長節地区の消波ブロックの嵩上げを行うこと。 

(2) 温根沼建設海岸の海岸保全事業について、一刻も早く完成させること。 

(3) 春国岱における海岸保全について早急な整備対応を進めること。 

(4) 根室港区（弥生町地区）の防潮堤整備など高潮対策事業の推進。 

 

２．根室市内に特別支援学校（分校・分教室）の設置を行うこと 

(1) 特別な支援を必要とする児童生徒が増加傾向にあることから、根室市に特別支援学校

（小・中・高）分校・分教室を設置すること。 

 

 

別海町 要望事項 

 

１．別海高校について 

別海高校普通科３学級については、来年度復活の目途がたちましたが、今後も町内の中

学校卒業予定者が増えていく傾向にあるため、町内の子どもたちが地元の高校に通えるよ

う、３学級の維持をお願いしたいと思います。 

 

２．道々830号泉川西春別線の改良補修 

道々830 号線は 1974 年に認定されたが、現在舗装面の痛みも激しくなってきており、自

動車走行のおりの振動も大きくなってきていることから、改良補修をお願いします。 

 

３．ＮＰＯ法人スワンの家本部の建て替え 

障がい者の方が利用するＮＰＯ法人スワンの家が現在利用している本部建物は、元役場
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男子寮だったもので、築 50年が経過し、安全面でも問題も危惧されています。 

 耐震性や防火性の確保、避難経路の解りやすさやバシアフリー化などを十分配慮した、

災害に強い安全な施設環境を速やかに整備する必要が生じています。  

 

４．共生型福祉施設「ふれあいの家」の増改築 

 スワンの家は、2012年5月から、障害者、高齢者、子ども、子育て世代の大人など、地域の

多様な人たちが日常的に集い、ふれあう場として大きな役割を果たしています。 

 この実践をさらに充実・定着させるために「ふれあいの家」の増築と更なる機能強化が求め

られていると考えています。 

 

５．福祉・介護の人材確保について 

喫緊の課題となっています。養成について別海町も努力しています。人材育成に対し道

としても方向性を出し補助をして下さい。 

 

６．地域交通の確保について 

障がい者や高齢者が交通事故防止のため、運転免許を手放した後、地域生活を支える

交通手段の確保を望む声が聞かれています。道としても施策を考えて下さい。 

 

 

標津町 要望事項 

 

１．標津町で唯一の高等学校である標津高校の存続 

 

２．酪農の施設整備について 

(1) 畜産クラスター関連事業の継続と予算の確保。 

 

３．標津川の河川掘削について 

(1) 標津川の秋鮭捕獲施設の下流から河口間に土砂が堆積して川が浅くなっており、

鮭の遡上に支障が生じる恐れがある。推進確保の土砂の掘削。 

 

４．不漁秋サケの回遊ルートの調査について 

(1) 秋鮭定置の漁獲量が極端に落ち込んでいることから、秋サケの回遊ルートはほと

んどがロシア領海であるが、秋鮭回遊の調査を行うこと。 

 

５．海岸の浸食対策について 

(1) 標津町の海岸は浸食が進んでおり、住民の命と財産を守るための浸食対策事業を

推進すること。 
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羅臼町 望事項 

 

１．国道 335号及び国道 272号の暴風雪対策の整備促進 

(1) スノーシェルター、防雪柵の整備。 

(2) 雪崩防護柵の整備。 

 

２．羅臼温泉園地歩道の早期再整備（補修） 

 

３．高潮対策事業の促進 

(1) 峯浜町、知昭町、共栄町、海岸町、岬町における高潮対策事業の促進。 

(2) 既存施設の嵩上げおよび消波ブロックの増設（礼文町、岬町） 

(3) 未実施個所の事業化（麻布町） 

 

４．建設海岸における海岸保全施設の整備促進 

(1) 建設海岸における海岸保全施設の整備促進 

① 峯浜町-護岸嵩上げ、消波ブロックの設置。 

② 幌萌町-護岸嵩上げ、消波提嵩上げ。 

③ 春日町-消波提新設および嵩上げ。 

④ 麻布町-消波提新設および嵩上げ、突堤。 

⑤ 八木浜町-消波提新設および嵩上げ。 

⑥ 知昭町～崩浜-消波提新設および嵩上げ。 

(2) 荒天時の耐久性を想定した保全基準の見直し。 

① 消波ブロックの基準見直し。 

② 設置方法の見直し。 

 

５．海岸保全区域の指定および海岸保全施設の整備 

(1) 幌萌町-社標津川左岸付近。 

(2) 春日町-春刈古丹川右岸付近。 

(3) 化石浜～知床岬-漁業番屋所在箇所。 

 

６．羅臼漁港における耐震岸壁の整備及び耐震性の強化 

(1) 耐震岸壁整備の促進。 

(2) 関連施設の耐震性強化（岸壁・陸上重要施設・臨港道路等） 

 

７．根室海峡におけるロシア連邦トロール漁船の操業阻止 
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８．漁港整備事業の促進 

(1) 羅臼漁港における、定低温清浄海水用取水・送水ポンプ及び周辺機器等の更新な

らびに大規模修繕。 

(2) 水産物供給基盤機能保全事業-峯浜漁港、松法漁港、オッカバケ漁港。 

(3) 漁港整備事業に向けた事前調査の早期実施-知円別漁港。 

 

９．内閣府「北方領土を目で見る運動」の修学旅行誘致事業補助金の制度の拡充 

(1) 補助額の増額や対象団体の拡大を図り、学校や教育団体等が北方領土隣接地域を

訪問しやすい環境整備をすすめること。 

 

 

 

 

以上 


