
第１５回北海道創生協議会 

（令和３年１１月１日） 

 

 

 

本日、第１５回北海道創生協議会を開催し、現在、

改訂作業を進めている第２期北海道創生総合戦略に

ついて、改訂版の原案策定に向けた協議を行いまし

た。 

道としては、感染拡大防止と社会経済活動の両立

が可能となる、強靱で柔軟な社会の構築を進めると

ともに、北海道の様々な強みを存分に活かしながら、

持続可能な地域づくりに取り組んでいくことが重要

と考えています。 

これまでハンディとされてきた、広域分散型の地

域構造といった特性を新たな強みに変える「デジタ

ル化」や、全国の４分の１近くを占める広大な森林

や農地、全国随一の再生可能エネルギーのポテンシ

ャルを活かした「脱炭素化」の推進など、本道の成

長・発展につながる取組を総合戦略に反映させたい

と考え、本協議会の皆様からのご意見のほか、パブ

リックコメントなども実施しながら、検討を進めて

きたところです。 

本日の会議でも、持続可能なまちづくりや、物流

網のあり方、本道発の「木育」の普及など、様々な

観点からご意見をいただきました。 

改訂後の総合戦略が一人でも多くの道民の皆様

に、本道の地域創生の新たな可能性を実感していた

だけるものとなるよう、本日、伺った貴重なご意見

を踏まえながら改訂作業を進めてまいります。 

 

 

児童養護施設の児童絵画展及び書道展の視察 

（令和３年１１月１日） 

 

 

 本日、児童養護施設で生活する子どもたちが制作

した絵画や書道を視察しました。 

 たくさんの時間と努力を重ねた数々の作品を拝見

し、子どもたちの豊かな表現力や感性に大変驚かさ

れました。作品に込められた子どもたちの思いも直

接お伺いし、私自身、改めて勇気と元気をいただき

ました。 

 こうした取組は、子どもたちの才能を開花させて

いく素晴らしい機会になり、また、大きな励みとな

る大変意義深いものです。 

 本展覧会を毎年実施している「心の里親会・奨学

会」の皆様をはじめ、各施設関係者の皆様には、子

どもたちの育成に資する様々な活動にご尽力され、

子どもたちの心の支えとなる交流を続けられている

ことに、心から敬意を表したいと思います。 

 道民の皆様にも是非展覧会にご来場いただき、子

どもたちの心がこもった作品をご覧いただくととも



 

に、児童福祉へのご理解を深めていただきたいと思

います。 

 

 

「第２回ＪＢＣ２歳優駿」での知事賞贈呈 

（令和３年１１月３日） 

 

 

 

本日、門別競馬場で「第２回ＪＢＣ２歳優駿」が

開催され、私もレースを観戦しました。 

「ＪＢＣ」は日本のダート界を牽引する有力馬が

一堂に会し、距離や性別といった各カテゴリーのチ

ャンピオン戦が１日にまとめて開催されることか

ら、「ダート競馬の祭典」と呼ばれており、２歳カテ

ゴリーである「ＪＢＣ２歳優駿」は昨年に引き続き

門別競馬で開催されました。 

ホッカイドウ競馬では、馬産地の特色を前面に打

ち出す様々な取組を行っており、今シーズンも昨年

と同様、計画額を大きく上回る発売となりました。 

これもひとえに、競馬ファンの皆様をはじめ、北

海道馬主会の方々や生産者の皆様のご支援とご協力

のおかげであり、改めて感謝を申し上げたいと思い

ます。 

ホッカイドウ競馬が、馬産地にある競馬場として

地域の皆様と一体となって走り続け、全国の競馬フ

ァンの皆様に対し、ホッカイドウ競馬と馬産地「北

海道」をアピールできるよう、引き続き取り組んで

まいります。 

 

 

なおみちカフェ（室蘭市移動式水素ステーション「くじらんステーション」） 

（令和３年１１月４日） 

 

 

本日、室蘭市の移動式水素ステーション「くじら

んステーション」を訪問し、脱炭素に向けた取組な

どについてお話を伺いました。 

 「くじらんステーション」は、室蘭市が進める水

素利用社会の構築に向けた取組の一環として、水素

充填機能をコンテナ内に搭載した道内初の移動可能

な水素ステーションで、平成２８年に北海道エア・

ウォーター株式会社室蘭支店内に整備されました。 

 本ステーションの整備など、室蘭市が取り組んで



 

 

いる水素拠点化に向けた取組は、ゼロカーボン北海

道の実現に寄与するものと感じられました。 

 今後、室蘭市における水素の利活用が進展し、こ

の施設がより多くの方々に利用され、室蘭市の地域

活性化につながることを期待しています。 

 

※なおみちカフェ：様々な分野で活躍されている方

の仕事場などに伺い、その取組や地域の思いなどを

お聞きし、広く発信していく取組です。 

 

 

なおみちカフェ（北黄金貝塚） 

（令和３年１１月４日） 

 
 

 
 

本日、伊達市にある北黄金貝塚を訪問し、縄文文

化の解説や修学旅行生の体験学習を指導するボラン

ティア団体「オコンシベの会」の活動状況などにつ

いて、お話を伺いました。 

本年７月に、「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世

界遺産に登録され、関係者の皆様の長年にわたる取

組が実を結び、新たな世界文化遺産が誕生したこと

を、私も大変嬉しく思っています。 

世界遺産登録を契機として、今後は、縄文遺跡群

の保存と活用の両面において取り組んでいく必要性

を改めて認識しました。 

北黄金貝塚の価値や魅力を多くの方々に知ってい

ただき、世界遺産の登録が地域の発展につながるこ

とを期待しています。 

 

※なおみちカフェ：様々な分野で活躍されている方

の仕事場などに伺い、その取組や地域の思いなどを

お聞きし、広く発信していく取組です。 

 

 

なおみちカフェ（洞爺湖有珠山ユネスコ世界ジオパーク） 

（令和３年１１月４日） 

 

 

 

 

 

 

 

本日、壮瞥町、伊達市、豊浦町、洞爺湖町をエリ

アとする洞爺湖有珠山ユネスコ世界ジオパークを訪

問し、地域防災のリーダーとして活動するとともに、

地域の魅力発信を行っている「洞爺湖有珠火山マイ

スター」の活動状況などについて、お話を伺いまし

た。 

併せて訪問した有珠山ロープウェイは、有珠山の

噴火や防災・減災の歴史を肌で感じることができ、

洞爺湖や昭和新山を見下ろす大パノラマも楽しむこ

とができます。 

令和２年３月にリニューアルしたゴンドラに乗車

しましたが、有珠山の度重なる噴火によって大地が

大きく動き、形を変えていっていることに驚きまし



 

 

 

 

 

た。 

この施設や火山マイスターの皆様の活動が、有珠

山噴火の歴史を伝えるだけでなく、住民の皆様や観

光客の方々の防災や減災に対する意識を高めること

に大きく寄与していることに感銘を受けました。 

今後も多くの方々に利用され、地域の活性化につ

ながることを期待しています。 

 

※なおみちカフェ：様々な分野で活躍されている方

の仕事場などに伺い、その取組や地域の思いなどを

お聞きし、広く発信していく取組です。 

 

 

なおみちカフェ（日本工学院北海道専門学校） 

（令和３年１１月４日） 

 

 

 

本日、登別市にある日本工学院北海道専門学校を

訪問し、企業誘致の加速化に向け、登別市と日本工

学院が連携して整備したサテライトオフィスなどに

ついて、お話を伺いました。 

このサテライトオフィスは、日本工学院北海道専

門学校の校内に整備され、令和４年１月から企業の

募集を開始し、令和４年４月までに運用を開始する

予定であり、テレワークやワーケーション誘致の拠

点とすることで、学生の皆さんや教職員の方々と誘

致企業の皆様との活発な交流が生まれ、地域の活性

化や新しい産業の創出へつながるものと期待してい

ます。 

こうした素晴らしいサテライトオフィスや数多く

の魅力を有している北海道は、ワーケーションの適

地であります。 

道では、登別市をはじめとした道内の市町村や関

係団体の皆様と連携しながら、オール北海道でワー

ケーションの推進に取り組んでいるところであり、

引き続き、北海道型ワーケーションの普及・展開を

進めてまいります。 

 

※なおみちカフェ：様々な分野で活躍されている方

の仕事場などに伺い、その取組や地域の思いなどを

お聞きし、広く発信していく取組です。 

 

 

 

北海道の酒アワード２０２１ 

（令和３年１１月４日） 

 

本日、「北海道の酒アワード２０２１ Hokkaido 

Sake LOVE Awards 2021」を開催しました。 

 「北海道の酒アワード２０２１」は、道産日本酒

の出荷量が大きく落ち込む中、酒蔵等関係者の方々



 
 

 
 

 

から、道内の一般消費者の皆様を対象としたコンク

ールの開催について要望があったものであり、約６

００名の道民の皆様に、専門的な知識ではなく、「自

分の好みかどうか」という各自の味覚や嗅覚などの

感性で、イチオシの道産酒を選んでいただく大会で

す。 

 北海道のお米は、「ゆめぴりか」や「ななつぼし」

など、生産者の皆様をはじめ、関係者の皆様のご努

力と、消費者の皆様の応援により、本道は国内有数

の「米どころ」となっています。 

 また、「米どころ」は「酒どころ」と言われ、北海

道の酒米「吟風」・「彗星」・「きたしずく」と良質な

水で造られた本道の日本酒は、道産食材を活かした

お寿司やお鍋など、料理との相性も抜群です。 

 コロナ禍の影響を受けている本道経済を元気にし

ていくためには、まずは「地域のものを地域で消費

し応援する」ということが重要です。 

 本アワードを一つのきっかけとし、皆さんのお気

に入りの１本が見つかり、道産酒米、道産日本酒が

もっと身近なものになることを期待しています。 

 年末年始にかけて、お酒を飲む機会も増えると思

いますが、その際は、是非、北海道の日本酒を選ん

でいただきたいです。 

 

 

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第８４回本部会議及び定例記者会見 

（令和３年１１月５日） 

 

 

 

 

 本日の全道の新規感染者数は１３人、人口１０万

人当たり１．３人であり、療養者数や入院患者数は

減少が続いています。今年に入って最も低い水準で

推移しているのは、緊急事態宣言解除後においても、

皆様が感染防止行動を実践いただいている結果であ

り、改めて、ご協力に感謝を申し上げます。 

 一方、旭川市内では、飲食店における集団感染が

連続して発生し、新規感染者数が増加している状況

であり、これらの事例では、長時間の利用、マスク

着用や換気が不徹底、対策が不十分な中でのカラオ

ケ、また、感染された方の約９割がワクチンの２回

目の接種を終えていなかったことが確認されていま

す。 

 道としては、旭川市へ道の保健師を派遣するとと

もに、国立感染研究所への専門家の派遣依頼を行い、

２名の専門家の方が８日から現地に入り、支援を開

始する予定です。 

 また、道では、旭川市や国と連携をしながら、臨

時検体採取所の設置やワクチン夜間接種会場の開

設、全飲食店への普及啓発など、感染症対策の支援

に取り組んでまいります。 



 これからの時期、窓を閉めることの多い冬を迎え、

会食の機会が増えることが見込まれる中、国の専門

家の方々からは、リスクの高い状況が重なると集団

感染につながる恐れもあると指摘されています。 

 皆様には、「三密の回避、マスクの着用、手指消毒」

といった基本的な感染防止行動の実践について、改

めて、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 道では次の感染拡大に備え、医療提供体制の整備

を進めており、これまでの地域毎の１日当たりの最

大値を積み上げ、新規感染者数のピークを１２０７

人、療養者数のピークを９６８５人とし、こうした

状況にも対応できる体制を構築することとしまし

た。その上で、入院患者数を１５６８人と想定して

必要な病床数を確保することとしました。 

 現在、道では、全国で３番目となる２０００床を

確保していますが、想定される入院患者数を踏まえ、

必要な病床数を２０００床としたところです。 

 また、道では、１０月に札幌市内において、臨時

医療施設に転用可能な宿泊療養施設を整備したとこ

ろですが、先日、医療提供のために必要な設備整備

も完了し、感染が拡大した際に１３０床の臨時医療

施設が稼働できる体制も整いました。 

 こうした臨時医療施設も効果的に活用しながら、

医療機関など関係者の方々と協議を進め、１１月中

に具体的な病床数を確定していきます。 

 ワクチンについては、道民の皆様の７割を超える

方が２回目の接種を終えたところですが、未接種の

方を中心とした集団感染も確認されており、引き続

き、希望する方への接種の促進を図るとともに、１

２月から予定されている３回目のワクチン接種に向

けて、万全の体制を整えてまいります。 

 

 

【「ロコンジェット北海道」お披露目会】 

（令和３年１１月８日） 

 

本日、北海道と包括連携協定を結んでいただいて

いる株式会社ＡＩＲＤＯ様と株式会社ポケモン様に

よる、「ロコンジェット北海道」のお披露目会を開催

しました。 

ＡＩＲＤＯ社様には、機内誌「rapora」を活用し

た北海道の「食」「観光」「移住」などの情報発信を

はじめ、森林づくりを通じた環境保全活動や就業体

験による人材育成など、様々な分野でご協力いただ

いています。 

ポケモン社様には、数あるポケモンのキャラクタ

ーのうち、大変人気の高い「アローラロコン」と「ロ

コン」に、「北海道だいすき発見隊」の隊長・副隊長

として、道内外への北海道の魅力ＰＲや、教育・子



 

 

育て分野での協力などを通じて、その愛くるしい姿

で北海道を盛り上げていただいています。 

今回、この２社のコラボレーションにより、ＡＩ

ＲＤＯ社様が保有する機体に、「アローラロコン」と

「ロコン」を塗装した「ロコンジェット北海道」が

実現したことは、とても喜ばしいことです。 

北海道の翼“ＡＩＲＤＯ”とともに「アローラロ

コン」と「ロコン」が大空に羽ばたいて、全国各地

に北海道の魅力を発信していただき、ポケモンファ

ンをはじめ多くの皆様に本道を訪れていただくこと

を大いに期待しています。 

 

 

【宇宙に関する地方の取組に係る要望・提言】 

（令和３年１１月８日） 

 

 

 

 

本日、岸田総理大臣に対し、廣瀬大分県知事、仁

坂和歌山県知事、服部福岡県知事と共同で、宇宙に

関する地方の取組について、要望・提言を行いまし

た。 

 私からは、北海道大樹町において、令和元年に堀

江貴文ファウンダーが立ち上げたインターステラテ

クノロジズ社による、民間事業者単独開発では国内

初となる宇宙空間へのロケット打上げが成功し、本

年も２回連続で成功していることをご報告しまし

た。 

 大樹町の「北海道スペースポート」は、東と南が

太平洋に面して開けており、「十勝晴れ」と呼ばれる

天気の良さと相まって、ロケットの射場として世界

に誇れる環境であること、さらに、大樹町等の関係

者の皆様が、我が国で唯一、多様な主体が利用可能

な民間ロケット射場の実現に向けた取組を進めるな

ど、宇宙産業への機運が高まっていることもお伝え

しました。 

 道では、産学官で構成する「北海道宇宙関連ビジ

ネス創出連携会議」を設置し、ロケットや人工衛星

などの宇宙機器産業と、農業や水産業をはじめ様々

な分野における衛星データの利活用など、宇宙利用

産業を両輪で推進して宇宙産業の成長産業化に取り

組んでおり、国が目指す宇宙産業の市場規模倍増の

ためにも、こうした地域の取組に対する国からの支

援の充実や強化についてお願いしました。 

 引き続き、関係者の皆様や自治体の方々と連携し、

宇宙産業の振興による地方創生の実現に取り組んで

まいります。 

 

 

 

 



【なおみちカフェ（びえいフーズ）】 

（令和３年１１月９日） 

 

 

本日、美瑛町にある「びえいフーズ」を訪問し、

皆様の取組などについてお話を伺いました。 

びえいフーズ株式会社は、美瑛町を中心とした北

海道産の原料を用いて、冷凍カット野菜やスイート

コーン、調理加工食品などを製造しています。２０

２０年３月には新工場が完成し、地元野菜の急速冷

凍加工が可能となり、産地に隣接した施設での輸送

コストの低減や、鮮度維持による高品質化が期待で

きます。 

道としても、地域で農業に携わる方々と連携し、

多様なニーズに対応した農産物が安定的に供給でき

る産地づくりに向けて取り組んでまいります。 

 

※なおみちカフェ：様々な分野で活躍されている方

の仕事場などに伺い、その取組や地域の思いなどを

お聞きし、広く発信していく取組です。 

 

 

【なおみちカフェ（農業交流センター「あったかファーム」）】 

（令和３年１１月９日） 

 

 

 

 

本日、鷹栖町の農業交流センター「あったかファ

ーム」を訪問し、施設の取組や研修生の皆様からお

話を伺いました。 

 「あったかファーム」は、就農希望者の研修施設

として２０１８年４月に開設され、離農を予定する

農家と研修生のマッチングを担っており、既存の農

業者から新規就農者へ、農地や技術を円滑につない

でいく大変素晴らしい取組です。 

 また、基本的な実践研修に加えて、キュウリの養

液栽培や環境制御など先進的な技術も学べるほか、

学校・保育園給食の作物栽培や農業体験を通じて、

子どもたちに対する農育・食育活動も行っており、

地域農業にとって大切な施設だと感じました。 

 道においても、多様な人材が農業や農村に定着し

活躍できるよう、農家経営の安定・発展や、新規就

農者など地域農業を担う人材の確保に取り組んでま

いります。 

 

※なおみちカフェ：様々な分野で活躍されている方

の仕事場などに伺い、その取組や地域の思いなどを

お聞きし、広く発信していく取組です。 

 

 

 

 

 



【なおみちカフェ（当麻町役場）】 

（令和３年１１月９日） 

 

 

 

 

 

本日、当麻町役場を訪問し、サウナバスや町産材

を活用した取組などについてお話を伺いました。 

 当麻町が取り組んでいる『Made in 当麻町「“と

とのう”町」サウナプロジェクト』は、ZOZOTOWN

創始者の前澤友作氏による「ふるさと納税支援先公

募」に当麻町の村椿町長が応募し、採択されたこと

からプロジェクトが開始され、まさに官民が力を合

わせて取り組んでいる事業です。 

 プロジェクトの取組の一つである「サウナバス」

の開発は、国内初の取組で全国的にも注目度が高く、

本年６月からふるさと納税の返礼品としても取扱を

開始しています。 

 また、農林業が基幹産業である当麻町は、構造材

や造作家具、仕上げ材まで１００％当麻町産の木材

を使用した木の温もりを感じられる素晴らしい庁舎

を建てており、執務室のワンフロアー化など来庁者

目線での工夫がなされているほか、町産チップを用

いたバイオマス燃料の活用など、「地産地消」を推進

されていることも実感しました。 

 今後とも、サウナバスの取組はもちろん、当麻産

木材の活用により、地域がより一層活発化していく

ことを期待しています。 

 

※なおみちカフェ：様々な分野で活躍されている方

の仕事場などに伺い、その取組や地域の思いなどを

お聞きし、広く発信していく取組です。 

 

 

【なおみちカフェ（交流＆コワーキングスペースＰＯＲＴＯ）】 

（令和３年１１月９日） 

 

 

本日、上川町にある「交流＆コワーキングスペー

スＰＯＲＴＯ」を訪問し、施設の取組などについて

お話を伺いました。 

 「ＰＯＲＴＯ」は、地域の方々や情報が集まり、

地域の中と外をつなぐ玄関口として本年１０月にオ

ープンした交流スペースで、移住コンシェルジュに

よる相談窓口、Ｗｉ－Ｆｉや電源を備えたコワーキ

ングスペースもあります。 

 運営主体である株式会社 Earth Friends Camp

は、上川町の地域おこし協力隊員の皆様が中心とな

り本年６月に設立し、「ＰＯＲＴＯ」の運営など地域

事業のほか、アウトドアに係るイベント企画や、大

雪森のガーデンを舞台としたフォトウェディングン

グなどにも取り組まれていると伺いました。 

 このエネルギー溢れる新しい取組が、上川町を中



 
 

 

心に展開されることで、道内のアウトドア観光が一

層発展していくことを期待しています。 

 道としても、２０２３年のＡＴＷＳ（アドベンチ

ャートラベル・ワールドサミット）の誘致をはじめ、

アウトドア観光に積極的に取り組んでまいります。 

 

※なおみちカフェ：様々な分野で活躍されている方

の仕事場などに伺い、その取組や地域の思いなどを

お聞きし、広く発信していく取組です。 

 

 

【北方型住宅ＰＲ大使就任式】 

（令和３年１１月１０日） 

 

 

 

 

本日、小俣沙織さん、オクラホマの藤尾仁志さん、

河野真也さんにお越しいただき、「北方型住宅ＰＲ大

使」の就任式を行いました。 

 道では、２０５０年までに温室効果ガス排出量の

実質ゼロを目指す「ゼロカーボン北海道」の実現に

向け、様々な分野で取組を進めているところですが、

本道においては、冬場に欠かせない暖房がエネルギ

ー消費の大きなウェイトを占めており、住宅分野で

のより効果的なＣＯ２の削減が求められています。 

 こうした中、道など産学官が連携し、３０年以上

にわたって開発と普及を進める「北方型住宅」は、

北海道の気候風土に適した安心で良質な住まいであ

ると同時に、高気密・高断熱など高い性能を備えて

います。 

 中でも、現在の規格である「北方型住宅２０２０」

は、暖房に掛かるエネルギー量をより減らすことが

でき、道としても普及に力を入れているところです。 

 道民の皆様に親しまれている小俣さん、藤尾さん、

河野さんには、ＰＲ大使として様々な機会を通じて、

「北方型住宅」の“暖かさ”や“環境への優しさ”

など、その魅力をお伝えいただけることに、大変心

強く思っています。 

 道としても、「北方型住宅」を道内外のより多くの

皆様に知っていただき、ご自身の住まいとして選ん

でいただくため、一層効果的な情報発信に努めてま

いります。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【ビジネスＥＸＰＯ 第３５回北海道技術･ビジネス交流会】 

（令和３年１１月１１日） 

 

 

本日、道内最大級のビジネスイベント「北海道技

術・ビジネス交流会」を開催しました。 

 今回は、「持続可能な未来創造に向けて～新たな北

海道ステージの扉を開く～」をテーマに、２７７の

企業や団体、大学など多くの皆様にご参加いただき

ました。 

 会場には、ポストコロナを見据えて、道としても

取組を加速しているゼロカーボンや、デジタルトラ

ンスフォーメーションに関連するプログラムや展示

が、多く出展されています。 

 また、新たに「ＳＤＧｓ・未来創造ゾーン」を設

け、北海道の未来に向けた新たな価値・サービスを

発信しようとする皆様にご出展いただいており、道

も、北海道型ワーケーションや企業誘致・サテライ

トオフィスの関連ブースを出展しています。 

 本道におけるビジネスチャンスの拡大につながる

よう、引き続き、こうした取組を行ってまいりたい

と思います。 

 

 

【日本青年会議所北海道地区協議会第７０回北海道地区大会千歳大会】 

（令和３年１１月１３日） 

 

 

 

 

本日、日本青年会議所北海道地区協議会第７０回

北海道地区大会千歳大会に出席しました。 

 北海道地区協議会の皆様には、日頃から道内各地

の青年会議所の先頭に立って、本道の活性化にご尽

力いただいており、地域のリーダーとして、魅力的

なまちづくりや、次の時代を担う人づくりなどにも

熱心に取り組まれ、地域の発展に大きく貢献されて

います。 

 引き続き、柔軟な発想力と果敢な行動力を活かし、

時代の先を見据えた創意あふれる取組を進められ、

北海道の新たな未来を切り拓いていただくことを心

から期待しています。 

 道としては、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、厳しい経営環境にある事業者の皆様の経営が

継続されるよう、しっかりと取り組むとともに、感

染状況を慎重に見極めながら、飲食や観光などの需

要喚起策を段階的に実施するなど、感染拡大防止と

社会経済活動の両立が可能となる強靱で柔軟な社会



の構築を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

【北海道防災会議】 

（令和３年１１月１５日） 

 
 

 
 

本日、北海道防災会議を開催しました。 

 近年、全国的に大きな災害が頻繁に発生しており、

本道においても、今月初めに道南の木古内町で、１

時間の降水量が道内の観測史上で最大の大雨となる

など、道民の皆様の生活に大きな影響がありました。 

 こうした激甚化する災害に対しては、住民の皆様

への早急な避難の呼びかけなどを行い、最大級の警

戒感をもって早期に避難行動を取ることが何よりも

重要であり、また、新型コロナウイルス感染症対策

に配慮した避難所の運営や物資の確保など、感染状

況を踏まえた防災対策や災害対応を今後も徹底して

いく必要があります。 

 本日の会議では、地域防災計画や水防計画の修正

などについてご審議いただくとともに、防災対策の

取組などについてご紹介いただき、意見交換を行い

ました。 

 これから本格的な冬を迎える本道では、過去にも

暴風雪災害が繰り返し発生しており、雪害に備えた

対策が必要です。特に、積雪寒冷という最も厳しい

環境下における地震などの大規模災害への備えが大

変重要であり、防災関係機関の皆様と連携しながら、

「いざ」という時の協力体制を整えてまいります。 

 災害が激甚化、頻発化する中、公助の取組ととも

に自助、共助の取組は一層重要となっており、道民

の皆様の防災意識向上のため、防災訓練や防災教育

について、関係機関の皆様のご協力をいただきなが

ら実施するとともに、地域が取り組む防災対策への

支援などを行なってまいります。 

 また、防災・減災対策の推進、災害に強い社会の

実現には、防災の意思決定過程や現場に、女性が主

体的に参加することが重要とされており、女性の視

点をしっかりと踏まえた取組を進めてまいります。 

 防災会議にご出席いただいた皆様と、本道の防災

力向上に努めるとともに、災害対応に万全を期し、

道民の方々の安全・安心を確保してまいります。 

 

 

【全道商工会議所会頭との政策懇談会】 

（令和３年１１月１５日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、全道商工会議所会頭との政策懇談会に出席

しました。 

 新型コロナウイルス感染症に関しては、現在は感

染が落ち着いているものの、中小・小規模企業の皆

様を取り巻く環境は、売上の減少など影響が長期化

し、引き続き、大変厳しいものとなっており、事業

活動の安定的な維持・継続を図っていくことは喫緊

の課題となっています。 

 こうした中、地域の中核的な支援機関として、企

業の持続的な発展と地域経済の活性化を牽引してこ

られた商工会議所の皆様の役割は、ますます重要な

ものとなっています。 

 懇談会では、「新型コロナウイルス感染症への対

応」、「カーボンニュートラル、ゼロカーボン北海道

の推進」、「経営改善普及事業の円滑実施に向けた財

源確保」について、ご意見をいただきました。 

 道としても、本道経済の再活性化に向けて、本道

の強みである食や観光、ものづくり産業の振興、事

業承継の円滑化や創業の促進といった中小・小規模

企業対策や働き方改革の推進などに取り組むととも

に、ポストコロナを見据えた「攻め」の視点をもっ

て、ゼロカーボンやデジタルトランスフォーメーシ

ョンといった本道の成長につながる政策を強化して

います。 

 商工会議所の皆様からいただいたご意見をしっか

りと受け止め、新型コロナウイルスの感染防止と社

会経済活動を両立させながら、ポストコロナを見据

えた施策、地域経済の活性化や人口減少問題への対

応など、本道が抱える喫緊の課題に対応するため、

各関係機関の皆様としっかりと手を携えて取り組ん

でまいります。 

 

 

【令和３年度北海道東北地方知事会議】 

（令和３年１１月１６日） 

 
 

本日、秋田県で開催された北海道東北地方知事会

議に出席しました。 

会議では、「東日本大震災からの復興、災害に強い国

づくり」、「ポストコロナに向けた活力ある地方の実

現」をテーマに意見交換を行ったほか、新幹線の整

備促進と北方領土の早期返還について提言をしまし

た。 

 新幹線による高速輸送体系の形成は、経済の発展

と国土・地域づくりの軸となる極めて重要な国家的

プロジェクトであり、北海道・東北地方が個性を生

かし、魅力と活力あふれる地域社会を創り上げ、今

後の我が国の発展に大きく貢献していくためにも、

欠かすことのできない社会資本です。 



 
 

 また、災害に強い国づくりの観点をはじめ、日本

経済の再生やポストコロナを見据え、東京圏への一

極集中を是正し、分散型社会を構築するためにも、

国において新幹線の一層の整備推進と、より大きな

新幹線効果の発現が必要であることを要望しまし

た。 

 北方領土の早期返還については、交流等事業の早

期再開や、日本の法的立場を害さない形での共同経

済活動の本格的な事業の実施に向けた取組を通じ、

両国間の信頼関係の醸成を図り、北方領土問題を解

決し、平和条約の締結へ結びつくよう、国において

より一層粘り強く交渉を進めていただき、一日も早

い北方領土の返還を強く要望しました。 

 道としても、政府の外交交渉を支え、後押しとな

る国民世論の一層の喚起を図るなど、返還要求運動

に努めてまいります。 

 今後も東北７県の皆様と連携しながら、災害対応

や国への提言を行ってまいります。 

 

 

【令和３年度北海道・東北官民トップ会合】 

（令和３年１１月１６日） 

 
 

 
 

本日、北海道・東北地方の知事と経済界のトップ

の皆様で構成する「北海道・東北未来戦略会議」に

おいて、「ポストコロナを見据えたデジタル化、ＤＸ

による産業振興」をテーマに、意見交換を行いまし

た。 

 新型コロナウイルス感染症が拡大し、あらゆる経

済活動が影響を受け、度重なる営業自粛や緊急事態

宣言を経て、今なお接触や移動を伴うビジネスを中

心に、企業は苦境に立たされ続けています。 

 一方で、感染拡大防止や事業活動維持などの観点

から、リモートワークやオンライン会議など、デジ

タル技術を駆使した働き方や事業の見直し、地方分

散を含めた事業拠点のあり方についても検討が進め

られています。 

 このような状況を契機と捉え、デジタル化やＤＸ

を活用した新しいビジネスモデルの創出や産業競争

力の強化、デジタル社会を支える人材の確保・育成

など、引き続き、北海道・東北未来戦略会議の皆様

と連携しながら、ポストコロナを見据えたデジタル

化、ＤＸによる地域産業の振興に取り組んでまいり

ます。 

 

 

【令和３年度第１回北海道総合教育会議】 

（令和３年１１月１７日） 



 

 

 

 

 

 

本日、北海道総合教育会議を開催しました。 

 会議では、「コロナ禍による子ども達への影響と対

応」をテーマに、新型コロナウイルス感染症による

人権問題への取組に関連し、今般改定した「北海道

人権施策推進基本方針」のほか、長引く感染症との

闘いにより、子どもたちに生じている様々な影響や、

道や道教委の対策について共有しました。 

 また、児童生徒への感染が、“いつでも”“どこで

も”起こり得るという認識のもとで、感染対策と教

育活動の効果的な継続に向けて、教育委員の皆様と

意見交換を行いました。 

 学校教育では、児童生徒やその家族の感染を即時

に把握することによる感染拡大防止の徹底と、オン

ライン学習の体制整備などが必要です。また、ワク

チンの接種については、正しい知識はもとより、接

種していない子どもたちが不当な差別や偏見を受け

ることがないよう、様々な事情で接種を受けること

ができない場合があることなど、正しく理解するた

めの情報を発信するとともに、差別や偏見を受けた

子どもたちの心のケアも重要です。 

 道としては、本日いただいたご意見を参考に、道

教委や市町村、関係団体の方々などと連携し、引き

続き、感染拡大防止や教育活動の継続に取り組むと

ともに、ＩＣＴを最大限に活用したアフターコロナ

における学校教育のあり方の検討も進めてまいりま

す。 

 

 

【自由民主党北海道総合開発特別委員会・「ゼロカーボン北海道」推進本部合同会議】 

（令和３年１１月１８日） 

 

 

 

 

本日、自由民主党北海道総合開発特別委員会・「ゼ

ロカーボン北海道」推進本部合同会議に出席し、国

の施策及び予算に関する提案や要望、「ゼロカーボン

北海道」の実現に向けた要望を行いました。 

 年内にも成立するとされている令和３年度補正予

算について、新型コロナウイルス感染症に対応する

ための臨時交付金の確保をはじめ、事業者への支援、

社会経済活動の再開に向けた一次産品の需要拡大や

観光、エンタメ業界への支援、赤潮による漁業被害

に対する支援や原油価格高騰への対策など、喫緊の

課題に対応した項目が反映されるようお願いしまし

た。 

 「ゼロカーボン北海道」の実現に向けては、再エ

ネ導入に向けた送電網の強化や、畜産バイオマスな

ど地域の特色ある再エネの導入促進などの基盤づく

りのほか、地域の脱炭素化の推進、二酸化炭素の吸

収に資する森づくりやブルーカーボンの拡大の取組

など、吸収源対策と気候変動の適応に関する取組へ



の支援、「グリーンとデジタル」の一体的な推進とし

て、本道の特性を生かした次世代データセンターの

中核拠点の道内への整備などについて要望しまし

た。 

 新型コロナウイルスの再度の感染拡大への十分な

備えや、ポストコロナにおける将来を見据えた北海

道づくり、国土強靱化など、引き続き、国や市町村

と連携しながら取組を進めてまいります。 

 

 

【北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第８５回本部会議及び定例記者会見】 

（令和３年１１月１９日） 

 

 

 

 

 

 

 

本日の全道の新規感染者数は１７人、そのうち札

幌市と旭川市で１５人となっており、旭川市での感

染確認の継続と、札幌市の医療施設での大規模な集

団感染の影響により、全道の感染者数が押し上げら

れている状況です。 

 先週、旭川市に派遣いただいた国立感染研究所の

分析結果によると、８月の感染拡大期に起こった集

団感染等が１０月になっても完全には抑え込まれて

おらず、その感染が福祉施設や繁華街の飲食店など

に広がった可能性が指摘されています。 

 このため、旭川市内においては、感染経路の把握

や濃厚接触者の特定、飲食店や市民の皆様への注意

喚起、札幌市内においては、集団感染の抑え込みと、

他の医療施設における感染予防策の再徹底などの対

策に取り組んでいるところです。 

 これから、さらに感染が広がることを防ぐため、

引き続き、旭川市、札幌市としっかりと連携し対応

してまいります。 

 本道では、気温が日ごとに低下しており、屋内で

の活動が増え、今後、忘年会など社会経済活動が活

発になってきますが、感染リスクが高い時期である

ことを改めて共有し、基本的な感染防止行動の実践

にご協力いただきますようお願いいたします。 

 また、本日、国の分科会で、全面的に変更された

基本的対処方針が示され、新たなレベル分類の下で、

飲食やイベント、移動における制限の緩和の考え方

が示されました。 

 道としては、基本的対処方針に基づき、イベント

については、「感染防止安全計画」を策定した場合、

人数上限を緩和することとし、１１月２５日から計

画の受付を開始しますので、速やかにイベント主催

者の皆様に対する周知徹底を図ってまいります。 

 認証店については、今後、感染が拡大した場合に

おける営業時間や酒類提供の制限が緩和されること

とされており、多くの方々に認証を取得いただける

よう、市町村や関係団体の方々と連携しながら、引



き続き積極的な普及促進を図ってまいります。 

 道の警戒ステージの見直しの検討も必要です。全

国知事会とも連携しながら、国における新たなレベ

ル分類の運用の考え方等を確認し、速やかに見直し

の検討を進めてまいります。 

 ワクチンについては、２回目接種完了から原則８

か月以上経過した１８歳以上の方を対象に、１２月

から順次、３回目の接種を開始することとされまし

た。 

 国は、地域の感染状況などにより、例外的に６か

月以上での接種も可能となる場合があるとしていま

すが、どのような場合に前倒しできるのか明確では

なく、市町村等に誤解を生じかねないことから、全

国知事会の場などを通じ、円滑に接種が進められる

よう、具体的な手続きや基準などについて国からし

っかり情報収集し、万全の体制で市町村の支援に取

り組んでまいります。 

 

 

【全国知事会の第 30回新型コロナウイルス緊急対策本部】 

（令和３年１１月２１日） 

 

本日、全国知事会の第 30 回新型コロナウイルス緊

急対策本部に web で出席しました。 

 私からは、「新たなレベル分類」、「ワクチンの追加

（3 回目）接種」、「観光、飲食等への支援」、「臨時

交付金」について発言をしました。 

 このたびの新たなレベル分類及び基本的対処方針

は、地域の実情に応じて、機動的に対策を講じる考

え方が示されたことは評価したいと思います。 

 一方で、各レベルの判断基準や対応する措置内容

などが判然としていません。緊急事態措置やまん延

防止等重点措置については、これまでも適用までに

時間がかかるといった課題もありました。都道府県

ごとに決めていくこともありますが、全国的な対策

の統一性という観点からも、基準や措置内容につい

て、明確にしていただく必要があります。 

 特に、レベル４については、これまで無かった状

態となることから、万が一に備える意味であるなら

ば、どういった措置を国民にお願いしていくのか、

あらかじめ整理しておく必要があるとお話しまし

た。 

 また、感染が落ち着いている今、国として、これ

まで措置や対策についての振り返りを行い、国民の

皆様の信頼と共感を得ながら、次の感染拡大に備え

ていく必要があるということをお話しました。 

 ワクチンの追加接種については、 接種間隔が「原

則８か月」とされていますが、誤解も生じているの

で、今後とも丁寧な説明と情報発信に努めていただ



くとともに、例外的とされている６か月からの接種

の手続きや具体的な判断基準等について、追加接種

の開始前に示していただきたいとお話しました。 

 また、ファイザー・モデルナそれぞれのワクチン

供給について、市町村の皆様からの声も踏まえ、２

月以降の長期的なスケジュールや配分量を速やかに

示すよう国に求めていただきたいとお願いしまし

た。 

 事業者の皆様への支援についてですが、感染症の

影響の長期化により、観光、飲食や交通など、幅広

い業種にわたり大きな影響を受けている中、国の経

済対策に Go To トラベル事業の再開について盛り

込まれました。 

 事業者数や人口などをもとに予算枠を配分するの

ではなく、インバウンドなど各地域の実情等を踏ま

えていただき、例えば大都市に配分が集中するとい

ったことがないよう、地域の実情に即した Go To ト

ラベル事業の予算配分が行われるようお願いしまし

た。 

 臨時交付金については、知事会として２兆円を超

える規模について繰り返し要望していますが、地方

自治体の予算編成日程を考慮すると、一日も早く配

分額を示していただくことが重要です。 

 また、既交付分や補正予算分の交付金と新年度予

算を一体的に執行することが効果的であることか

ら、令和４年度予算での執行も可能となるよう、繰

越要件の弾力化といった対応についてお願いしまし

た。 

 引き続き、全国知事会とも連携を図りながら取り

組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

【「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録記念式典】 

（令和３年１１月２２日） 

 

本日、「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登

録記念式典にＷＥＢ出席しました。 

 登録の実現は、文化庁の皆様のお力添えと、縄文

遺跡群世界遺産登録推進本部長の三村青森県知事を

はじめとする多くの関係者の皆様のご尽力の賜であ

り、私も皆様とともに登録に向けて活動することが

でき、大変誇りに思っています。 

 先月開催された「北海道・北東北知事サミット」

においては、４道県が連携しながら、縄文遺跡群や

他の世界遺産をはじめとする、各地の多彩な観光資

源を組み合わせた広域の周遊観光を推進することな

どについて合意しました。 

 こうした中、先日、観光庁から地域観光事業支援、



いわゆる「県民割」に関して、「ワクチン・検査パッ

ケージ」の活用を前提として、県民割の支援の対象

に隣接する県を追加することなどが発表されまし

た。 

 私としては、県民割をはじめ、今後の新たなＧｏ

Ｔｏトラベル事業など感染対策に万全を期す中で、

国の観光政策などを効果的に活用しながら、世界の

「宝」として認められた縄文遺跡群の価値と魅力を

多くの方々に理解していただき、観光振興や地域の

活性化に結びつくよう、引き続き、北東北の皆様と

緊密に連携して取組んでまいります。 

 

 

【富士通株式会社・富士通 Japan株式会社とのワーケーションパートナーシップ協定締結式】 

（令和３年１１月２２日） 

 

 

本日、富士通株式会社様及び富士通 Japan 株式会

社様と全国初となる「ワーケーションパートナーシ

ップ協定」を締結しました。 

ワーケーションは「ワーク（work）」と「バケーシ

ョン（vacation）」を組み合わせた言葉です。 

 この協定締結により、今後、富士通グループの皆

様に北海道でのワーケーションを実際に体験してい

ただくとともに、その体験を通じた感想や意見、ご

提案など、本道のワーケーションの推進にお力添え

をいただけることを、大変心強く思っています。 

 また、ワーケーションをきっかけとして、地域の

方々や企業との関わりを持っていただき、持続的に

地域を応援していただくことが、地域の活性化にも

つながるものと大いに期待しています。 

 道では、本道の豊かな自然や食、アクティビティ

など様々な魅力を活かし、個々のニーズにオーダー

メイドで対応する「北海道型ワーケーション」を、

市町村や企業・団体などオール北海道で推進してい

ます。 

 今回の協定を通じて、社員の皆様が心身をリフレ

ッシュしていただくことで、新たな気づきや創造力

の向上につながり、より付加価値の高い成果を生み

出すことができるようなワーケーション環境を提供

していくとともに、皆様からの「生の声」をお聞き

しながら、ワーケーション環境の一層の充実に努め、

「ワーケーションといえば北海道」と言っていただ

けるよう取り組んでまいります。 

 

 

【令和３年 秋の叙勲伝達式】 

（令和３年１１月２４日） 

 
本日、令和３年秋の叙勲伝達式を開催し、このた

び叙勲を受章された皆様に勲記と勲章をお渡ししま



 
 

した。 

 この秋、道内からは、叙勲２０１名、褒章２６名・

１団体の皆様が受章されました。 

 様々な分野で職務に全力を傾けてこられた皆様が

章を受けられたことは、私たち道民にとって大きな

喜びであり、また誇りでもあります。 

 受章された方々のご功績に対して深く敬意を表す

るとともに、今日の本道の発展に大きな礎を築いて

こられたことに、心から感謝申し上げます。 

 

【庁議】 

（令和３年１１月２４日） 

 

 

 

 

本日、庁議を開催し、来年度に向けた｢重点政策の

展開方針｣と、｢予算編成方針｣について協議を行いま

した。 

 「重点政策の展開方針」について、私としては、

引き続き、｢道民の命と暮らし｣を守るため、感染症

対策に万全を尽くしていくとともに、ポストコロナ

を見据え｢本道の強み｣を最大限活用した先進的な取

組に挑戦し、道が自らフロントランナーとなり、道

民の皆様にわかりやすく実感が得られるよう、具体

の政策検討を進めるよう指示しました。 

 職員一人一人が課題にしっかりと向き合って、地

域と一体となって取組を進めていくことが重要であ

り、道が有するデータやノウハウ、施設など様々な

財産を最大限活用し、各部･振興局が充分に連携しな

がら、施策・事務事業の「量的な削減」と併せて、

「質の一層の向上」に取り組んでまいります。 

 「予算編成方針」については、「スクラップ・アン

ド・ビルド促進枠」や、「民間資金獲得に対するイン

センティブ」を昨年度以上に強化しました。 

 既存施策の徹底した精査や実施方法等のゼロベー

スでの見直しはもとより、民間資金の獲得など、厳

しい財政状況の中、あらゆる手法を十分に検討し、

施策間連携や各部横断的事業を推進して､必要な政

策展開ができるよう取り組んでまいります。 

 

 

【北海道ベトナム交流会 in札幌】 

（令和３年１１月２４日） 

 
 

本日、北海道ベトナム交流会 in 札幌に出席しまし

た。 

 ベトナムと北海道は、採炭技術研修を契機として、

農業、水産業、環境、ＩＴなど幅広い分野で交流が

行われており、現在、道内各地域において約１万人

ものベトナムの方々が活躍され、今やベトナムは北

海道にとって大切なパートナーとなっています。 

 私も、知事就任後の２０２０年にベトナムを訪問



 

させていただき、当時のフック首相や、中央組織委

員長であったチン首相はじめ、経済、観光、人材な

ど様々な分野の方とお会いし、幅広い分野で両国間

の交流が広がっていることを実感しました。 

 現在、チン首相が来日しており、一昨日、菅前総

理と会談され、貿易の促進や人的交流の拡大に向け

協力関係の強化について確認したほか、本日には、

岸田総理と会談しており、二国間の交流は、活性化

に向け着実に前進しています。 

 道においても、本日の交流会を契機として、これ

まで重ねてきた様々な分野の交流が一層進展するこ

とを期待しています。 

 

 

【定例記者会見】 

（令和３年１１月２５日） 

 

昨日、１０万人当たりの新規感染者数が都道府県

で最も多くなるなど、道内で感染が拡大していると

いう印象を持たれる方もいると思います。 

 昨日の全道の新規感染者数は１０人、そのうち札

幌市と旭川市で８人となっており、この２週間でも

２４０人中、２１７人と９割がこの両市における感

染確認となっている状況です。 

 札幌市については、１つの医療施設の集団感染が

全体の数を押し上げている状況であり、この２週間

の新規感染者は１１５人となっていますが、そのう

ち約半分の５８人がこの集団感染関連です。現在、

集団感染の抑え込みに取り組むとともに、加えて、

他の医療施設における感染予防策の徹底を図ってい

ます。 

 旭川市については、国立感染症研究所によると、

８月の感染拡大期に起こった集団感染が１０月にな

っても完全には抑え込まれておらず、その感染が福

祉施設や繁華街の飲食店などに広がった可能性が指

摘されています。現在、感染経路の把握、濃厚接触

者の特定を進めながら、繁華街における幅広い方を

対象としたＰＣＲ検査などに取り組んでおり、最大

４６％であった感染経路不明の割合は、３５％まで

減少している状況です。 

 また、札幌市を除く全道の１１月の新規感染者の

うち、約７割を超える方がワクチンの２回接種を終

了していない方となっており、まだワクチンを接種

していない方には、接種についてご検討いただくと

ともに、接種を終えた方も安心することなく、引き

続き、基本的な感染防止行動の実践をお願いいたし

ます。 

 さらに、感染者の行動履歴をたどると、軽い症状

のため感染を疑わなかった方や、発熱後すぐに軽快



したため休まなかった方がおり、その後、発熱する

などして検査を受けた結果、陽性が確認される事例

が見受けられます。 

 感染の確認が遅れてしまうと、本人が意識しない

まま家庭や職場などに広げてしまうおそれがあるた

め、ワクチンを接種した方であっても、発熱や咳な

どに加え、いつもと体調が違うと感じた場合は、外

出を控え、積極的に受診や検査をお願いします。 

 道では、２４時間受付の健康相談フリーダイヤル

を開設していますので、症状がある方、不安に感じ

た方はすぐにご相談してください。 

 これから年末に向けて、一層気温が低下し、屋内

での活動が増えるとともに、忘年会などの機会も増

えてくることが想定されますが、今、感染を大きく

広げないためにも、「三密の回避、マスクの着用、手

指消毒、屋内での換気」など基本的な感染防止行動

の徹底を改めてお願いいたします。 

 また、国との協議が整い、「ＧｏＴｏＥａｔ（プレ

ミアム付きの食事券）」の販売期限が１２月２４日ま

で、利用期限は１月３１日まで延長されることにな

りました。感染リスクが高くなる飲食の場面では、

認証店など、感染防止を徹底しているお店を選んで

いただき、「短時間で、大声を出さず、深酒をせず、

会話の時にはマスクの着用」について実践いただき

ながら、道内の飲食店のご利用、応援をお願いいた

します。 

 

 

【北海道「命のみち」づくりを求める東京大会】 

（令和３年１１月２６日） 

 

 

 

 

本日、道内の高規格幹線道路をはじめとする道路

整備促進のため、道内の道路関係団体の皆様ととも

に、令和４年度の予算確保に向け、北海道「命のみ

ち」づくりを求める東京大会を開催しました。 

 都市間距離が全国平均の２倍から３倍という広域

分散型の地域構造をもつ北海道において、高規格道

路をはじめとする道路ネットワークは、本道の経済

活動を支えることはもとより、救急搬送や災害時の

緊急輸送を担うなど、安全で安心な暮らしの確保に

必要不可欠な「命のみち」となっています。 

 しかしながら、依然として、本道の高規格道路の

開通率は全国に比べ大きく立ち遅れるとともに、暫

定２車線区間の割合も高く、４車線化が遅れている

ほか、橋梁やトンネルなど道路施設の老朽化も大き

な課題となっています。 

 さらに、近年の激甚化・頻発化する自然災害への

対応は喫緊の課題であり、災害に強い道路ネットワ

ークの構築や土砂災害の防止など、国土強靱化の重



 
 

要性はますます高まっているとともに、渋滞緩和に

よる環境負荷の少ない交通体系の構築など、脱炭素

化、ゼロカーボン北海道の実現に向けた幅広い取組

も求められています。 

 こうした課題の解決に向けて、高規格道路のミッ

シングリンクの解消や暫定２車線区間の４車線化の

促進はもとより、国の「防災・減災、国土強靭化の

ための５か年加速化対策」を着実に進めるため、整

備促進と予算確保について、引き続き国に対して全

力で訴えてまいります。 

 

 

【令和４年度社会資本整備に係る予算確保に向けた合同要請】 

（令和３年１１月２６日） 

 

本日、令和４年度の社会資本整備に係る予算確保

に向け、道路関係団体の皆様、道路・治水団体の市

町村長及び道議会議員の皆様とともに、斉藤国土交

通大臣、山田国土交通事務次官、藤原財務大臣政務

官に要請を行いました。 

 コロナ後の新しい社会を開拓する北海道づくりを

支える社会資本整備を推進するため、「防災・減災、

国土強靱化」、「インフラメンテナンス」、「地域産業

を支える道路網の形成」、「ゼロカーボン北海道の実

現」、「デジタル化の推進による「Society5.0」の実

現」など、本道が直面する様々な課題の克服に向け、

国や市町村、関係団体の皆様と一体となって取り組

んでまいります。 

 

 

【全国知事会議及び全国都道府県知事会議】 

（令和３年１１月２６日） 

 

 

本日、東京都で開催された全国知事会主催の全国

知事会議及び政府主催の全国都道府県知事会議に出

席しました。 

 全国知事会議では、地方創生に向けた提案や脱炭

素社会の実現に向けた対策の推進に関する提案をは

じめ、様々な議題について提言の取りまとめが行わ

れました。 

 私からは、先日開催されたデジタル社会推進本部

会議で取りまとめた「デジタル社会の実現に向けた

提言」について、報告をしました。 

 また、全国都道府県知事会議では、「北方領土問題

の早期解決」について、万全な感染症対策を講じた

交流等事業の早期再開のほか、日本の立場を害さな

い形での共同経済活動の取組を通じて、両国間の信

頼関係の醸成を図り、北方領土問題を解決し、平和



 

条約の締結に結びつけることが強く望まれているた

め、政府において、引き続き強力な対露外交交渉を

一層加速していただき、一日も早い北方領土の返還

を強く要望しました。 

 今後も、全国知事会の皆さまとともに、国への提

言を行ってまいります。 

 

 

【北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第８６回本部会議及び定例記者会見】 

（令和３年１１月３０日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南アフリカで確認された「オミクロン株」は、欧

州をはじめ世界各地に広がりを見せており、国立感

染症研究所において、「懸念すべき変異株」に指定さ

れ、国においても、「最悪の事態を避けるため、緊急

避難的な予防措置を取る」とし、本日３０日から、

アフリカ９か国に限定した外国人の入国制限が全世

界に拡大されました。 

 また、昨日開かれたＧ７保健大臣会合においては、

「ＷＨＯなどの国際機関や各国と緊密に連携し、情

報を共有しながら対応にあたる」といった共同声明

が発表されました。 

 こうした中で、本日、政府からオミクロン株への

感染が国内で初めて確認されたとの発表がありまし

た。 

 オミクロン株にはまだ不明な点が多いとされてお

り、現時点においては、国立感染症研究所で、「年代

別の感染性への影響、重篤度、ワクチンや治療薬の

効果についての実社会での影響、既存株感染者の再

感染リスクなどへの注視が必要」との評価がなされ

ています。今後、知見が蓄積されてくると考えられ

ます。客観的で正確な情報に基づき、冷静な行動を

お願いいたします。 

 道としても、新たな変異株に対しては、これまで

も国立感染症研究所や保健所設置市と連携し、衛生

研究所でのゲノム解析による監視を進めてきたとこ

ろであり、オミクロン株に対しても、海外や道外に

滞在歴のある患者さんについて、原則、すべての検

体を対象にゲノム解析を実施するとともに、今後、

スクリーニング検査の手法が確立され次第、速やか

に対応するなど、早期探知、早期介入に向けた監視

体制の強化を進めてまいります。 

 また、本日、「年末年始における感染拡大防止に向

けて」を決定しました。年末年始は、忘年会や新年

会、成人式の行事、お正月休みの帰省や旅行により、

普段会わない方と会う機会も増え、屋内での活動も

活発となります。 



 道民の皆様には、基本的な感染防止行動を実践し

ていただくことはもとより、特に帰省や旅行などで

普段会わない方と会う際は、より一層の感染防止行

動の徹底を、忘年会や新年会の際は、認証店など感

染対策が徹底されたお店を選んでいただき、会話の

時はマスクを着用するなど、一人一人が感染リスク

を回避し、特に大人数での飲食や久しぶりに会う方

との会食では注意していただきますようお願いいた

します。 

 道としても、年末年始に向けて、医療提供体制の

強化などにしっかり取り組み、最大限の病床確保に

向け、スピード感を持って医療機関との調整を進め

るほか、新たなレベル分類の導入に向けても、速や

かに検討を進めてまいります。 

 ワクチンについては、３回目の追加接種が１２月

１日以降、順次始まります。先日国が、例外的に８

か月を待たずに接種できる場合の基準を示したとこ

ろですが、今後の感染拡大に備え、その基準につい

て見直す可能性もあるとしています。 

 また、追加接種に使用するワクチンについては、

国から示された配分を踏まえると、これまで、ファ

イザー社製のワクチンを接種した方についても、現

時点ではモデルナ社製を接種する「交互接種」が必

要になると見込まれることから、道としても、国か

らの情報収集に努めるとともに、市町村などの意見

や課題を丁寧に把握し整理するなど、追加接種の円

滑な実施に向けて取り組んでまいります。 

 

 


