
「HOKKAIDO WOOD BUILDING」に係る三菱地所株式会社への登録証交付 

（令和３年１０月１日） 

 

 

 

本日、三菱地所株式会社様へ「HOKKAIDO 

WOOD BUILDING」に係る登録証を交付しました。 

「HOKKAIDO WOOD BUILDING」は、道産木

材を使用した建築物を登録し、道産木材製品の魅力

を広く発信する道の取組で、三菱地所様が開業した

「ザ ロイヤルパークキャンバス 札幌大通公園」は、

登録第１号となります。 

私もホテルを視察させていただきましたが、ロビ

ーや客室は、木の香りが漂う魅力的な空間で、全て

の客室に木製のスピーカーが設置されており、その

ほかにも、端材を使った棚を設置するなど、道産木

材の素晴らしさを余すところなく生かしてくださっ

ていました。 

道では、道産木材の利用拡大を図るため、道産木

材を「HOKKAIDO WOOD」ブランドとして、ロゴ

マークを活用しながらＰＲに取り組んでおり、今後、

他の民間施設への波及に期待を寄せています。 

今後、こうした建物が増えていけば、脱炭素社会、

ゼロカーボン北海道の実現にも大きく貢献するもの

と期待しており、道としても、「HOKKAIDO 

WOOD」の魅力を積極的に発信してまいります。 

 

 

ヤマハ株式会社との包括連携協定調印式 

（令和３年１０月１日） 

 

 

 

 本日、ヤマハ株式会社様と都道府県としては初と

なる包括連携協定を締結させていただきました。 

 ヤマハ様とは、平成２８年に、グループ会社の北

見木材株式会社様と遠軽町、道の出先機関であるオ

ホーツク総合振興局の３者で協定を締結し、森林づ

くりや木育の普及などに連携して取り組んでまいり

ました。 

 このたびの協定締結により、これまでの取組に加

えて、音楽文化の普及や人材の育成、環境保全など

幅広い分野でお力添えをいただけることとなりま

す。創業から１３０年以上にわたって、楽器づくり

を通して人々に感動を与え、心を豊かにしてきたヤ

マハ様とともに、元気で持続可能な地域づくりに取

り組んでいけることは、私自身、大変楽しみであり、

心強く思っています。 

 道としては、豊かな生態系を育む森林をしっかり

と守り育て、将来の世代に引き継ぐとともに、活力

に満ちた地域社会の実現を目指し、引き続き、様々

な取組を進めてまいります。 

 

 



全国知事会第２９回新型コロナウイルス緊急対策本部 

（令和３年１０月２日） 

 

本日、全国知事会の第 29 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、「ステージ判断の新たな指標」、「ワクチ

ンの３回目接種」、「技術実証」、「国からの情報提供」

について発言をしました。 

今回追加された国の第５波の分析、検証は重要で

すが、さらに重要なのは、そのタイミングです。こ

の冬にも感染が再拡大するとの懸念も示される中、

北海道は他県よりも早く冬が到来します。 

現在、検討が進められていますステージ判断の新

たな指標について、先般、緊急事態措置解除の考え

方が示されましたが、感染拡大局面にどのように適

用されてくるのかが判然としません。 

先行指標である新規感染者数を含めた指標の取扱

いを含め、今の段階的緩和の期間が終了する前であ

る今月末までに、早急に示していただくことが必要

であるとお話しました。 

ワクチンの３回目接種については、使用するワク

チンの種類や接種対象者を決めないと体制の構築が

難しいことから、国が示したスケジュールでは、10

月下旬までにワクチンの納入希望量の登録を行うと

されていることなどを踏まえ、今月早々にも国の見

解を速やかにお示しいただきたいとお願いしまし

た。 

技術実証については、北海道も候補案件を提案し、

９月３０日に内定をいただきました。実施市町村と

連携して国と協力していきたいと思っていますが、

実証に必要な費用について、一部地元負担を求める

国の想定が示されました。 

今後、地元の円滑な協力が得られるよう、そうし

た経費については、全て国の負担としていただきた

いとお話しました。 

先日、自由民主党の新総裁に選出されました岸田

氏は、コロナ対策として「ステイホーム可能な経済

対策」などを掲げています。 

今後、政府として、新たな対策を行っていく場合

には、現場を預かる知事にも、速やかに情報提供い

ただけますよう、平井会長からも申し入れていただ

きたいとお願いをしました。 

引き続き、全国知事会とも連携を図りながら感染

対策等に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。 

 

 

 

 



第１０１回北海道医学大会 

（令和３年１０月２日） 

 

 本日、第１０１回北海道医学大会に出席しました。 

 大会の中では、医学研究の優秀な業績者として北

海道医師会賞を受賞された方々に対し、道としても

北海道知事賞を贈呈させていただきました。 

 卓越した見識をもって診療や研究に取り組まれ、

本道の医学の発展にご貢献いただいた受賞者の皆さ

まに、改めて敬意を表したいと思います。 

 人口減少と高齢化が急速に進行する中、誰もが住

み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる

よう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービ

スを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの構

築を進める上で、道民の皆様の命と健康を守る地域

医療を確保することは、道政の重要な課題です。 

 道では、北海道医療計画や地域医療構想などに基

づき、医師の確保や地域偏在の是正、広域分散型の

地域構造といった本道の特性や地域の実情を踏まえ

た医療提供体制の確保に取り組んでいます。 

 今後とも、医師会や医育大学など関係の皆様との

連携を一層深め、現下の感染症対策に取り組むとと

もに、地域医療体制の充実・強化を図ってまいりま

す。 

 

 

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第８０回本部会議 

（令和３年１０月７日） 

 
 

 

道民の皆様のご理解とご協力により、全道の新規

感染者数は、減少が続いており、本日の新規感染者

数は１４人、１０万人当たり２．３人と、昨年の１

０月上旬と同等の水準となりました。 

また、医療関係者、市町村の皆様のご尽力により、

道民の７割以上の方が１回目のワクチン接種を終え

ました。接種が進んだ高齢者の方々においては、今

回の感染拡大において５月の拡大局面と比べて感染

者が少なく、現在、さらに幅広い世代の皆様に接種

が進みつつある状況です。 

しかしながら、国の専門家の方々からは、感染者

数の減少による安心感や、制限の緩和による接触機

会の増加により、リバウンドにつながる懸念も指摘

されており、道内でも、ワクチン接種後に感染する

いわゆる”ブレークスルー感染”が確認されていま

す。 

このため、道民の皆様には、ワクチンを接種した

方も含め、引き続き、秋の再拡大防止特別対策にご

理解とご協力をお願いいたします。特に札幌市内の

取組は、再拡大を回避するために重要であり、１０

月１４日まで、あと１週間、重点的な対策への協力



をお願いいたします。 

飲食店の第三者認証制度については、札幌市内で

は現在５，３９８件申請を受けており、約９割とな

る４，８３７件を認証しました。事業者の皆様のご

協力に感謝申し上げます。 

また、１０月１５日をめどに、石狩管内や旭川市、

小樽市、函館市で、再来週からはその他の地域で、

受付を開始します。 

現在、国においては、行動制限の緩和に向けた検

討が進められており、道内でも、今後順次、観光、

飲食、ライブハウスの分野で国の技術実証が開始さ

れます。 

国や関係者の皆様と連携しながら、今後の国民的

議論に向け、道としても、しっかりと課題の整理な

どを進めてまいります。 

また、現下の感染状況を踏まえ、「新しい旅のスタ

イル」や「ぐるっと北海道」、「GoToEat」を段階的

に進めていくため、有識者の皆様などからのご意見

を踏まえ、事業の再開や利用制限の緩和に向けて、

速やかに準備を進めてまいります。 

 

 

「ラベンダー編成」運行記念出発式 

（令和３年１０月８日） 

 

 

 

 

本日、「ラベンダー編成」運行記念出発式に出席し

ました。 

ラベンダー編成は、国の支援に加え、道からも支

援をさせていただき、北海道高速鉄道開発株式会社

が車両を取得し、１０月１日からＪＲ北海道へ無償

貸与されたものです。 

車両には、イベントに活用可能なフリースペース

や、特産品の販売を想定したカウンターが設置され

るなど、様々な工夫が凝らされており、今後は特急

列車としてだけでなく、観光列車としても、道内各

地を巡る予定です。 

道では、北海道鉄道活性化協議会による取組をは

じめ、沿線自治体など地域の皆様とともに、オール

北海道で様々な利用促進策を展開することとしてお

り、こうした取組が、新たな鉄道利用の創出につな

がることを期待しています。 

ラベンダー編成の運行が、多くの皆様に鉄道をよ

り身近に感じていただき、道内で「鉄道の旅」を楽

しんでいただける契機となることを心から願ってい

ます。 

 

 

 

 



定例記者会見 

（令和３年１０月８日） 

 

 

 

現在、道では、新型コロナウイルス感染症の早期

の再拡大を回避するため、秋の再拡大防止特別対策

を実施しています。 

道民の皆様、事業者の方々のご理解とご協力によ

り、現在まで新規感染者数等は減少が続いています

が、道内でも「ブレークスルー感染」が確認されは

じめています。 

ワクチン接種をした方も引き続き、基本的な対策

が重要ですので、１０月３１日までの対策期間中、

お一人おひとりが、「マスクの着用、手指消毒、換気、

密集、密閉、密接の回避」といった対策を徹底して

いただくことが重要です。 

特に、札幌市内においては、この減少傾向を継続

させるためにも、重点的な対策を行っている１０月

１４日までの間、引き続き、対策へのご理解とご協

力をお願いいたします。 

また、道では、現在の感染状況を踏まえ、「新しい

旅のスタイル」、「ぐるっと北海道」、「Go To Eat」の

３つの事業を段階的に進めていくこととしました。 

「新しい旅のスタイル」については、観光事業者

の方々と旅行者の皆様の双方が協力して、感染対策

の一層の定着を図るものです。同居者による域内の

移動に限定し、対策の徹底を行っていただく旅行に

対し、１万円を上限として、最大５０％旅行代金を

割引します。 

事業の再開について、有識者の方々からもご意見

を伺い、１０月１５日から１１月１５日のチェック

アウト分までの宿泊分について、１０月１４日から

販売を開始します。 

「ぐるっと北海道」は、「新しい旅のスタイル」と

同様、域内の移動に限定したもので、最大５０％の

割引となるお得な割引チケットを、ＪＲ等の交通事

業者などが販売します。 

本事業も有識者の方にもご意見を伺い、１０月１

５日から、事業者の方々の準備が整い次第、販売を

開始します。 

なお、「新しい旅のスタイル」と「ぐるっと北海道」

は、同じ圏域として、道内を６つに分割しており、

「新しい旅のスタイル」は、お住まいの圏域内での

旅行となります。 

今後、外出自粛などを要請する場合には、どちら

の事業も速やかに停止します。感染状況に留意しな

がら、圏域設定の解除など、条件の緩和についても

検討してまいります。 

「Go To Eat」は、登録した飲食店でプレミアム率

２５％の食事券をご利用いただける国の事業です。

現在、テイクアウトやデリバリーに限った使用とし



ていますが、道としては、１０月中旬から、４人以

下の利用に限定するなど、店内での利用を再開する

よう、国に要請する考えです。 

現在、要請に向けて、有識者の皆様のご意見を伺

っているところであり、準備が整った段階で、再開

時期について改めてお知らせします。 

ワクチンの接種が進み、日常生活の回復に向けた

検討も進んできました。今は、早期の再拡大の防止

が重要な時期となります。 

１０月３１日までの間、秋の再拡大防止特別対策、

札幌市内では、１０月１４日までの重点的な対策に

対する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げま

す。 

 

 

第４４回全国育樹祭 

（令和３年１０月１０日） 

 

 

 
 

 

 秋篠宮皇嗣・同妃両殿下のご臨席を賜り、「第４４

回全国育樹祭」を開催しました。 

 ４０年を超える「全国育樹祭の歴史」の中で、Ｗ

ＥＢを活用した大会は初めてとなります。 

 昨日は「お手入れ行事」や「全国緑の少年団の皆

様などとのオンライン交流」にご臨席を賜り、本日

は「北海きたえーる」での式典行事をご視聴いただ

きました。 

 北海道は、世界自然遺産の知床に代表される雄大

な自然環境や、四季折々の美しい景観があります。

また、日本の食料自給や環境保全に貢献してきた農

林水産業、そして、自然との共生を大切にする縄文

やアイヌの文化といった世界に誇る北海道の価値

を、先人から受け継ぎ、培ってきました。 

 こうした北海道の揺るぎない価値は、トドマツや

カラマツ、道南のスギなど、多種多様で広大な森林

が織りなす本道の自然環境が育んできたものです。 

 道では、この豊かな森林の恵みを将来にわたって

享受できるよう、計画的な伐採と着実な再造林によ

る森林資源の循環利用に取り組んでいます。 

 また、多くの道民の皆様、漁業関係者や企業の皆

様による持続的な森づくり活動や、昨年開校した「北

の森づくり専門学院」における林業を担う人材育成

など、オール北海道で森林資源の維持・活用に取り

組んでいます。 

 今回の全国育樹祭のテーマは、「つなごう未来へ 

この木 この森 この緑」です。 

 この度の育樹祭を契機として、森や木の持つ優し

さや温もりに親しみ、豊かな心を育む本道発祥の「木

育」の取組を一層推進するとともに、こうした取組

の輪が、ここ北海道の地から、未来を担う全国の子



どもたちに大きく広がることを心から願っていま

す。 

 

 

北海道太平洋沿岸における漁業被害に関する緊急要請 

（令和３年１０月１２日） 

 

 

 本道では、先月中旬以降、太平洋沿岸の広い範囲

で、これまでに例のない大規模な赤潮が発生すると

ともに、ウニや秋サケが大量にへい死するなど、甚

大な被害が生じていることから、本日、金子農林水

産大臣、中村農林水産副大臣、武部農林水産副大臣、

金子総務大臣、渡辺総務大臣政務官や関係省庁の皆

様に要請を行いました。 

 私からは、漁業被害の発生原因の早期究明への協

力と被害把握のための調査に対する支援や、被害を

受けた漁業者の生産や経営の回復と維持・安定に向

けた対策の充実・強化についてお願いするとともに、

今回の赤潮発生と気候変動との関連性の究明、さら

には、赤潮被害を対象に措置されている特別交付税

について、本道に十分な額を配分していただくよう

お願いしました。 

 金子農林水産大臣からは、「しっかりとできること

を対応してまいりたい」、また、「今月１５日に副大

臣を現地に派遣する予定」とのお言葉もいただき、

大変心強く思っています。 

 今後の被害の拡大も懸念され、漁業経営はもとよ

り地域産業の振興に大きな支障を来す恐れがあるこ

とから、一刻も早い原因究明や生産回復を図り、地

域と一体となって全力で対策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８１回本部会議及び定例記者会見 

（令和３年１０月１３日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日の全道の新規感染者数は１６人、人口１０万

人当たり２．４人、札幌市でも、新規感染者数は１

０人、１０万人当たり４．４人と、この１週間は４

人台で推移しており、療養者数、入院患者数も減少

が続いています。 

また、昨年１０月１２日以来、重症の方がいない

状況となりました。これまでの医療関係者の皆様の

ご尽力に、心から深く感謝申し上げます。 

こうした状況を踏まえ、１０月１４日をもって、

札幌市における飲食店の時短営業など、重点的な対

策を終了し、全道域と同様の対策に移行します。道

民の皆様、事業者の方々には、これまでの対策への

ご理解とご協力に深く感謝申し上げます。 

しかしながら、国の専門家の方々も、感染者数の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減少に伴う安心感等により、リバウンドにつながる

おそれを指摘しています。実際に道内では、緊急事

態宣言終了後、人流も増加しており、また、マスク

なしでの長時間の会話や、大人数、換気が不十分な

状態で集団感染となった事例も確認されています。 

道民の皆様には、１０月３１日までの間、外出の

場合は「混雑している場所等を避け、少人数で行動

する」、飲食時には「４人以内、短時間、深酒をせず、

会話の時はマスクをする」といった感染防止行動の

徹底について、引き続き、ご協力をお願いいたしま

す。 

飲食店の第三者認証制度については、１０月１５

日からは石狩管内や旭川市、小樽市、函館市を対象

に、来週からは全道を対象に申請受付を始めます。 

今後を見据えた取組を進めながら、現下の感染状

況を踏まえ、「新しい旅のスタイル」や「ぐるっと北

海道」、「Go To Eat」について、１０月１５日から段

階的に再開していきます。 

感染が再拡大した場合には、速やかに事業を停止

しますが、そうした事態にならないよう、事業の実

施にあたっては、事業者の方々、利用者の皆様、双

方の感染防止対策の徹底について、ご理解とご協力

をお願いいたします。 

道が設置した「北海道ワクチン接種センター」に

ついては、対象者への２回目の接種が終わることか

ら、１０月２１日をもって運営を終了します。 

当初、高齢者の方々への４万回の接種を想定して

いましたが、その後、対象とする年齢や居住地域の

拡大、期間の延長を経て、６月の開設からの接種実

績は、最終的に約８万回となる見込みです。 

この間、多大なるご協力をいただいた、北海道医

師会をはじめ、札幌医科大学、薬剤師会、看護協会

など、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。 

引き続き、市町村をサポートし、特に今後は、若

年層に対する円滑な接種を進めるとともに、３回目

の接種の動きも見据え、しっかりと対応してまいり

ます。 

 

 

地域とつながるミーティング（日高地域） 

（令和３年１０月１４日） 

 

 本日、「地域とつながるミーティング」をＷＥＢで

実施しました。 

 このミーティングは、新型コロナウイルスの感染

症拡大の影響により、道内の各地域に直接出向くこ

とが難しい中、私自身、地域で頑張っている皆様の

お声を伺いたいとの思いから行いました。 

 本日は初開催で、日高地域の第一線で活躍されて



 

 

 

 

 

 

 

 

いる皆様から大変貴重なお話を伺い、ざっくばらん

な意見交換をさせていただきました。 

 新ひだか町で移住コンシェルジュをお勤めの市川

さんからは、ご自身の「仕事なし、身寄りなし、お

金なし！」の状況から移住をされたご苦労や経験を

踏まえ、日頃から移住を希望する方々に寄り添って、

地域と移住者をつなぐ役割を担っていただいている

ことがよく分かりました。また、移住された方の熱

い思いからうまれた、歴代の名馬を擬人化したシミ

ュレーションゲーム「ウマ娘」を活用した地域活性

化の取組を伺いました。これからも、新ひだか町、

ひいては、北海道の関係人口の拡大や移住施策にお

力添えをいただきたいと思います。 

 浦河観光協会の中川さんからは、コロナ禍におけ

る振興局と連携した「オンライン物産展サイトの開

設」や、体験型観光ツアーの造成など、新たな取組

にも積極的にチャレンジされていることをお伺いし

ました。北海道は今後、２０２３年のアドベンチャ

ートラベルワールドサミットのリアル開催も控えて

おり、海外での生活経験のある中川さんのグローバ

ルな視点から、日高地域の素晴らしい魅力を様々な

形で発信されることを期待しています。 

 建設若手経営者の会「プログレス日高」の幌村さ

んからは、長年にわたり、幅広い分野で地域活性化

にご活躍されているお話を伺いました。とりわけ１

０年前から振興局と連携して植樹事業をされてお

り、今後とも、様々な活動を通じて、地域の活性化

にお力添えをいただければ幸いです。 

 道としても、本日お伺いした貴重なご意見を、今

後の道政にもしっかり反映できるよう、関係機関・

団体の皆様と連携しながら取り組んでまいります。 

 

 

レバンガ北海道Ｂリーグ２０２１－２２ホームゲーム開幕挨拶 

（令和３年１０月１４日） 

 

 

本日、B リーグ 2021-22 シーズンのホーム開幕戦

前のお忙しい中、レバンガ北海道の折茂社長と横田

CEO にご来庁いただきました。 

昨シーズンは、チーム全員が悔しく、苦しい思い

をされたと思いますが、厳しい状況の中でも、粘り

強く最後まで戦う皆さんの姿に、私たち道民はたく

さんの勇気をいただきました。 

また、レバンガ北海道におかれては、道との包括

連携協定のもと、子どもたちの体力づくりなど様々

な取組を行っていただいています。 

今後とも、本道のスポーツ振興にご協力いただく

とともに、日々の試合を通じて、バスケットボール

の魅力と感動を多くの方々に伝えていただければ幸



 

いです。 

今シーズンのチームスローガン「ＣＲＡＺＹ」の

もとで勝利にこだわり、チャンピオンシップ進出を

目指し、ホーム開幕戦では是非勝利されるよう、私

も、道民の皆様と一丸となって応援してまいります。

Let’s go レバンガ！頑張れレバンガ！ 

 

 

臨時医療施設に転用可能な宿泊療養施設（アパホテル札幌すすきの駅西）の視察 

（令和３年１０月１５日） 

 
 

 

道内の感染状況は、道民の皆様、事業者の方々の

ご尽力により、落ち着いた状況が続いており、本日

から、札幌市における飲食店等の時短要請の措置を

終了し、全道域での感染防止を徹底していく対策に

移行しました。 

こうした中、道では、この感染抑制期に感染が再

拡大し、いわゆる第６波など、大きな波が来ること

を想定した体制を整えることが大切と考え、感染者

が集中する札幌圏域において、「アパホテル札幌すす

きの駅西」を臨時医療施設に転用可能な宿泊療養施

設として確保したことから、本日、その準備状況を

視察しました。 

現在、「ホテルフォルツァ札幌駅前」の施設の一部

を臨時医療施設として活用していますが、今後、更

に病床を確保する必要が生ずる場合には、「アパホテ

ル札幌すすきの駅西」を宿泊療養施設から臨時医療

施設に転用します。 

冬の到来も見据え、感染再拡大時における医療提

供体制のひっ迫にしっかりと備え、患者の方々お一

人お一人の症状に即した必要な医療を提供できるよ

う、万全を期してまいります。 

 

 

令和３年産北海道米「新米発表会」 

（令和３年１０月１８日） 

 

 

 

本日、東京で行われた令和３年産北海道米の新米

発表会に出席しました。 

本発表会は、新米が出始める毎年１０月、新ＣＭ

の製作発表を兼ねて実施されており、マツコ・デラ

ックスさんには９年続けてＣＭにご出演いただき、

これまで、その食べっぷりで北海道米を大いにＰＲ

していただいています。 

生産者の皆様のご努力により、今年も北海道米が

たくさん収穫されました。美味しい北海道米をいっ

ぱい食べていただきたいという生産者の皆様の想い

により、年末までの期間限定で、「ななつぼし７％増

量キャンペーン」が全国で実施されています。 



 

「ななつぼし」のほかにも、北海道米には豊かな

甘みと粘りが特徴の「ゆめぴりか」、マツコさんに絶

賛いただいた「ふっくりんこ」、生産の省力化と食味

の良さを両立させた期待の品種「えみまる」など、

バラエティーに富んだ品種が揃っています。 

北海道米の美味しさを味わっていただけるよう、

私自身、たくさん食べて、生産者や販売に携わる方々

と一緒に北海道米をＰＲしてまいります。 

 

 

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第８２回本部会議 

（令和３年１０月１９日） 

 

 

 

 本日の全道の新規感染者数は１２人、人口１０万

人当たり３．４人と、６日連続で先週比の増加が続

いているとともに、集団感染が継続して確認され、

人流も増加している状況です。 

 今月１４日をもって、飲食店の短縮など札幌市内

の対策を終了し、全道域での対策に移行したところ

ですが、ここから急激な増加につながらないよう、

一人一人の感染防止対策の徹底、感染リスクを回避

する行動の実践が一層重要となります。 

 道民の皆様には引き続き、１０月３１日までの間、

基本的な感染防止対策の徹底、特に飲食時には、４

人以内、短時間、深酒をせず、会話の時はマスクを

するといった行動の徹底について、ご協力をお願い

いたします。 

 先週、国から次の感染拡大に向け、感染力が２倍

となった場合にも対応できるように病床を確保する

ことなど、今後の対策の骨格が示されました。 

 道としても、今般、感染拡大時に臨時医療施設に

転用可能な宿泊療養施設を整備したところであり、

医療提供のために必要な設備の整備も今月中に完了

する予定です。 

 また、飲食店の認証制度について、２２日から全

道で申請受付を始めます。そして、札幌市内におい

ては、２２日から飲食店での国の技術実証が始まり

ます。 

 今後の感染拡大に備える重要な時期を迎えており

ます。 

 国の検討状況を踏まえながら、感染対策の徹底は

もとより、ワクチン接種の促進と医療提供体制の強

化、日常生活の回復に向けた取組など、地域の皆様

と連携を図り、しっかりと取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 



令和３年産「らんこし米」のＰＲ 

（令和３年１０月２０日） 

 

 

 本日、蘭越町の金町長、冨樫議長、蘭越町農業委

員会の中井会長、ＪＡようてい水稲生産組合の大友

組合長、米－１グランプリ in らんこし実行委員の向

山委員長が「らんこし米」のＰＲためにお越しいた

だきました。 

 蘭越町では、生産者の皆様ご自身で栽培のガイド

ラインをつくり、「らんこし米」の品質向上、ブラン

ド化に励まれるとともに、「米－１グランプリ in ら

んこし」を開催されるなど、関係者の皆様のお米に

かける情熱と努力により、全道の中でも「美味しい

お米の産地」と評価されています。 

 今年の北海道米は、品質も非常に良く、美味しい

お米がたくさん収穫されています。私も生産者の皆

様と一緒にＰＲしていますが、北海道米を食べてみ

たら美味しかったとの声をいただいています。この

機会に、是非多くの方に北海道米を食べていただけ

ればと思います。 

 

 

令和３年秋季北海道市長会定期総会・全国市長会北海道支部総会 

（令和３年１０月２０日） 

 

 

 

 

本日、秋季北海道市長会定期総会・全国市長会北

海道支部総会に出席しました。 

ご出席された市長の皆様からは、新型コロナウイ

ルス感染症への対応に関する現場の声はもとより、

地域の様々な実情についてご意見をいただくととも

に、今後のワクチン接種に係る状況や財政支援など

について、意見交換を行いました。 

道としても、感染対策と社会経済活動の回復に向

けた取組を両立し、感染症により大きな影響を受け

た本道経済の活性化につなげていくことが重要と考

えております。 

感染が落ち着いている今こそ、他県よりも早く到

来する冬場の再拡大や第６波に備えて準備を進める

とともに、飲食店の第三者認証や、「新しい旅のスタ

イル」、「ぐるっと北海道」、「Go To Eat」の段階的な

再開など、感染を抑えながら、引き続き、市町村の

皆様と連携の上、地域の実情に応じた取組を進めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 



なおみちカフェ（北斗市観光交流センター別館「ほっくる」 

（令和３年１０月２２日） 

 

 

 

 本日、北斗駅に併設されている観光交流センター

別館「ほっくる」を訪問し、観光協会の取組や、「ほ

っくる」の概要、駅前複合施設「テテ・ホクト」な

どについてお話を伺いました。 

 昨年、新型コロナウイルス感染症対策の対応のた

め、訪問が急遽中止となった渡島地域に改めてお邪

魔することができ、大変うれしく思います。 

 平成２８年にオープンした観光交流センターが、

今回リニューアルされ、明日１０月２３日（土）に

グランドオープンします。 

 今回のリニューアルが、北斗市のさらなる賑わい

の創出と、北海道新幹線を利用する方々の利便性向

上に資するものと感じました。 

 今後、「ほっくる」が多くの方々に利用され、北斗

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。 

 

 

第２４回北海道・北東北知事サミット 

（令和３年１０月２２日） 

 

 

本日、青森県で開催された「北海道・北東北知事

サミット」に出席しました。 

サミットでは、「世界文化遺産『北海道・北東北の

縄文遺跡群』を活用した世界に選ばれる北海道・北

東北３県の実現」をテーマに、北海道、青森県、岩

手県、秋田県で縄文遺跡群を未来に継承する取組、

及び縄文遺跡群を活用した活力ある地域づくりなど

について認識を共有し、合意の上行動していくこと

を宣言しました。 

また、縄文遺跡群の有する魅力を伝えるガイドの

育成や体制づくりなどの取組に対する支援の充実な

どについて、国に対し要望していくことを決定しま

した。 

引き続き、北東北３県の皆さまと連携しながら、

今回決定した行動宣言等に取り組んでまいります。 

 

 

令和３年度北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部会議 

（令和３年１０月２５日） 

 

 

 

 

本日、令和３年度｢北海道障がい者が暮らしやすい

地域づくり推進本部会議｣を開催し、「今求められる

障がい者が暮らしやすい地域づくり」をテーマに、

学識経験者の皆様と意見交換を行いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「障害者差別解消法」の施行から５年が経過しま

した。障がいのある方々が暮らしやすい社会を実現

するためには、道民の皆様に広く法の理念を知って

いただき、理念に基づく行動を促すよう、働きかけ

を続けていくことが重要です。 

特に、障がいのある方の困りごとを解消するため

の合理的配慮については、一人一人の障がい特性に

応じた多様なものであり、創意工夫や気づきが必要

なことから、今後、行政機関はもとより、民間企業

などにも積極的に働きかけてまいります。 

また、差別解消のためには、障がいのある方々が、

普段どのような場面でお困りなのかを知った上で、

当事者と関係者が話し合い、理解を深めながら対応

策を考えることが重要であり、道としても、関係部

署で情報共有を図りながら、各分野の施策に反映し

てまいります。 

新型コロナウイルス感染症については、マスクや

消毒液などの確保、ワクチン接種における障がいの

ある方への配慮、障がいのある方や同居のご家族が

感染した場合の対応など、様々な課題について、引

き続き適切に対応してまいります。 

今年度、道では初めてケアラーの方に関する調査

を行い、障がいのある方のケアラーは、１日当たり

のケアにかける時間が９時間以上の方が４割を占め

るという結果が得られ、そうした方々への支援の必

要性が明らかになりました。 

今後は、基本となる考え方を定めたケアラー支援

の条例を制定し、障がいのある方やそのご家族を含

めた暮らしやすい地域づくりの推進に努めるととも

に、「障がいのある方々が当たり前に暮らせる地域

は、誰にとっても暮らしやすい地域である」という

「北海道障がい者条例」の基本方針のもと、多様な

価値観を尊重し合う社会の実現に向けた取組を更に

推進してまいります。 

 

 

令和３年度北海道遺産交流会議「北海道遺産サミット」 

（令和３年１０月２６日） 

 

 

 

本日、令和３年度北海道遺産交流会議「北海道遺

産サミット」に出席しました。 

今年、北海道遺産は、第１回選定から 20 周年とい

う節目を迎え、次世代に引き継ぎたい北海道の宝物

として、道民のソウルフードであるジンギスカンや

ラーメンのほか、アイヌ文様や本年７月に世界文化

遺産に登録された縄文遺跡群など、これまで有形・

無形の財産６７件が選定されています。 

今回、北海道遺産サミットにご出席いただいたイ

オン北海道株式会社様や株式会社伊藤園様をはじ



 

 

め、北海道遺産構想の趣旨にご賛同いただき、長年

にわたり多大なるご支援をいただいていた皆様に、

改めて感謝を申し上げたいと思います。 

長引く新型コロナウイルスの流行により、私たち

の暮らしや社会経済に大きな影響が及んでいます

が、地域の皆様がこれまで培ってきた北海道遺産の

揺るぎない価値は、現下の困難な状況においても何

ら色あせるものではありません。 

道としても、貴重な遺産を次の世代に確実に引き

継いでいくため、魅力ある地域づくりや未来を担う

人づくりに取り組んでまいります。 

 

 

令和３年度北海道原子力防災訓練 

（令和３年１０月２８日） 

 

 本日、国、泊発電所の周辺１３町村及び関係機関

の皆様と合同で「北海道原子力防災訓練」を実施し

ました。 

 今回の訓練では、新型コロナウイルス感染症の流

行下において、台風による暴風雨に見舞われる中、

北海道電力株式会社泊発電所３号機の設備故障によ

り、原子力災害が発生したことを想定し、災害対策

本部での意思決定訓練を行うとともに、感染症対策

を講じた避難所の開設・運営や、各町村職員の皆様

を住民と見立てたバスによる住民避難などの訓練を

行いました。 

 訓練での様々な成果や課題をしっかりと検証し、

道民の皆様や関係機関の皆様のご協力をいただきな

がら、今後とも、防災対策の充実・強化に取り組ん

でまいります。 

 

 

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第８３回本部会議及び定例記者会見 

（令和３年１０月２８日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日の全道の新規感染者数は５人、人口１０万人

当たり１．３人と、警戒ステージ２の目安となる２

人を下回る状況が続いており、療養者数、入院患者

数も減少している状況を踏まえ、現在の「秋の再拡

大防止特別対策」は１０月３１日をもって終了し、

１１月１日より警戒ステージ１に移行します。 

 ステージ１となるのは昨年の１０月２７日以来１

年ぶりです。道民の皆様、事業者の方々には、これ

までの対策に多大なるご理解とご協力をいただき、

深く感謝申し上げます。また、医療関係者の皆様を

はじめ、市町村や関係団体の方々などのご尽力に、

心からお礼を申し上げます。 

 しかしながら、今後、道内では気温が低下し積雪

の季節を迎え、屋内での暖房の使用や窓を閉めての



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動が増えることに伴い、感染リスクが高まる環境

が多くなります。実際に最近でも、換気が十分でな

い中、マスクを着用しない状態での長時間の飲食に

より、集団感染が発生した事例も複数確認されてい

ます。 

 警戒ステージは１となりますが、年末に向けて感

染が拡大するという事態を避けるため、引き続き、

「３つの密の回避、マスク着用、手洗い、屋内での

換気」といった行動、特に飲食の際は、認証店など

感染防止を徹底している飲食店を選んでいただき、

「短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時

はマスク着用」など、これまで皆様に取り組んでい

ただいてきた基本的な感染防止行動の実践をお願い

いたします。 

 道では、感染が落ち着いている今の時期に、次の

感染拡大を見据えた医療提供体制の構築や人材確保

の取組も進めており、感染拡大期に、看護職員の増

員が必要な医療機関が多かったことから、北海道看

護協会の協力のもと、新たにそうした医療機関への

看護職員の派遣制度を構築し、１１月１日から開始

します。 

 また、１２月から予定されている３回目のワクチ

ン接種への支援をはじめ、これまでの感染拡大の経

験を踏まえ、インフルエンザによる発熱患者の増加

も念頭に置きながら、必要な検査体制の構築、適切

な病床数の確保について、関係機関の方々との協議

を加速し、万全の対応を図ってまいります。 

 事業の段階的な再開については、現下の感染状況

を踏まえ、１１月１日から「新しい旅のスタイル」、

「ぐるっと北海道」の圏域の設定を解除し全道域を

対象とし、「Go To Eat」については、４人以内の人

数制限を終了します。 

 大事なことは、感染防止行動を実践しながら、段

階的に日常に戻っていくことであり、事業者の方々、

利用者の皆様には、感染防止行動を実践いただきな

がら、積極的にこうした事業をご活用いただきたい

と思います。 

 

 

全国知事会第３回デジタル社会推進本部 

（令和３年１０月２９日） 

 

本日、全国知事会第３回デジタル社会推進本部に、

副本部長として web で出席しました。 

本道においては、未来技術を活用した活力あふれ

る北海道の未来社会を「北海道 Society5.0」と位置

づけ、その実現に向け、スマート農林水産業や遠隔

授業、遠隔医療、ドローンを活用したヒグマ対策な

ど、官民連携による様々な取組を展開しています。 



 

 

 

 

 

 

また、こうした取組の一層の加速に向けて、本年

７月には、「日本のインターネットの父」と言われる

慶應義塾大学の村井純教授に、顧問にご就任いただ

きました。 

一方で、デジタル化を進める上では、光ファイバ

や５Ｇといった基盤の整備、デジタルデバイドの解

消、デジタル人材の育成など、ハード、ソフト両面

で様々な課題があります。国がデジタル庁を設置し、

デジタル社会の形成を強力に推進する中、全国知事

会として、地域の実情や課題を国の施策に反映させ

ていくために、デジタル社会推進本部の役割は非常

に重要と考えています。 

全国知事会会長の平井鳥取県知事をはじめ、デジ

タル社会推進本部長の村岡山口県知事、幹事長の熊

谷千葉県知事など、皆様としっかり連携しながら、

地域の様々な課題解決の原動力となる社会全体のデ

ジタル化を実現するため、私も全力で取り組んでま

いります。 

 


