
令和４年仕事始めの挨拶 

（令和４年１月４日） 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。本日、令

和４年の仕事始めを迎えました。 

 昨年は、道政のあらゆる取組について、ウィズコ

ロナの視点が求められましたが、本年においても、

まずは感染拡大への備えに万全を期していかなけれ

ばなりません。 

 一方で、ワクチン接種が進み、治療薬の供給が開

始される中、感染防止行動を実践しながら、日常の

暮らしや経済を取り戻す取組を進めることも大変重

要です。 

 感染症対策と本道の強みである食や観光をはじめ

とする社会経済活動の両立に向けて、引き続き、全

力で取り組んでまいります。 

 ウィズコロナの中で、人々の価値観や行動は急速

に変化し、コロナ以前には定着に時間がかかると思

っていた、テレワークやオンライン会議などが一気

に進んだ一方、日常生活が徐々に取り戻される中で、

人と人が顔を合わせて交流することの大切さも再認

識されています。 

 これまでの日常や経済が「変化する部分」と、当

たり前だったことの必要性が「改めて見直される部

分」を見極めながら政策を考えるとともに、また、

その推進に当たっては、私たちが取り組む意義やそ

の効果を「見える化」し、積極的に発信しながら、

道民の皆様の共感を得て、取組に参加していただく

ことが重要と考えます。 

 今年は、ポストコロナを見据えた長期的な視点に

立って、脱炭素化やデジタル化といった社会変革の

動きを的確に捉え、「目指す目標」と「取組の実感」

を道民の皆様と共有しながら、北海道の新しい未来

を切り拓いていく年としていきたいと思います。 

 

 

新型コロナウイルス感染症について 

（令和４年１月４日） 

 

 

本日、札幌市内において、オミクロン株の陽性者

が１名確認され、道内初となるオミクロン株による

感染事例となりました。 

 この方は、帰省で札幌を訪れており、濃厚接触者

については、帰省時に利用した航空機内の一部の搭

乗者の方や患者のご家族の方に特定されています。 

 濃厚接触者のうち、道内に滞在が確認できている

方はＰＣＲ検査を行い、陰性を確認しており、今後、

継続的に経過観察を行っていく予定です。 

 また、すでに陽性となった方は軽症で入院してい



 

 

 

 

 

 

 

 

ただいているほか、濃厚接触者については宿泊療養

施設へ滞在していただくなど、必要な対応を行って

います。 

 道としては、札幌市と緊密な連携のもと、引き続

き、必要な情報の共有を図るほか、海外や道外に滞

在歴のある患者の方、感染経路が明らかではない患

者の方については、原則、すべての検体についてゲ

ノム解析等を進めてまいります。 

 今後、市中での感染が確認された場合には、感染

に不安を感じる方への無料検査を速やかに実施でき

るよう、国とも協議を行っています。 

 さらに、今後、オミクロン株のスクリーニング検

査や、ワクチン接種の前倒しのサポート、経口治療

薬の提供の支援などにも取り組んでまいります。 

 オミクロン株は、デルタ株と比べても感染力が強

いと言われていますが、個人の基本的な感染防止対

策はこれまでと変わりはなく、道民の皆様には、三

つの密の回避、マスクの適切な着用、手指消毒、換

気の実施などを徹底するとともに、今後も警戒感を

高めつつ、冷静な行動をお願いいたします。 

 また、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、会話の時はマスクを着用す

る、そして、いつもと体調が違うと感じた場合は、

外出や移動を控えていただくといった対応を改めて

お願いいたします。 

 

ワールド・ロボット・オリンピアード２０２１国際大会入賞の報告 

（令和４年１月５日） 

 

 

本日、ワールド・ロボット・オリンピアード２０

２１国際大会で、４位入賞を果たされた札幌市立西

野第二小学校５年生の細田栄周さんと、札幌市立平

岡公園小学校３年生の角田湧登さんが来庁されまし

た。 

 この大会は、世界７５ヶ国以上の国と地域の小中

高生、大学生が参加し、自立型のロボットプログラ

ミング技術を競う国際的なコンテストです。 

 入賞されたお二人は、エネルギーの未来という大

会テーマに対して、図書館に通うなどして勉強し、

水素の貯蔵工場を表現するというアイデアを発案さ

れ、２０回以上、試行錯誤を繰り返しながら、作品

を完成させたと伺いました。 

 さらに、国際大会では日本代表として、英語でプ

レゼンテーションも行ったと伺い、驚きとともに、

お二人のご活躍を大変嬉しく思います。 

 一生懸命努力して認められる経験、日本を代表す

る機会は、人生でそうそうあるものでなく、この年



齢で経験されたことは、お二人にとって何事にもか

えがたい大切な宝物になったことと思います。 

 将来の北海道を担う若い皆さんが、本道を支える

人材として益々ご活躍されることを期待していま

す。 

 

 

第７２回保健文化賞受賞の報告 

（令和４年１月５日） 

 

 

 

本日、一般財団法人北海道難病連の増田靖子代表

理事が来庁され、第７２回保健文化賞受賞について

報告いただきました。 

 保健文化賞は、保健衛生の向上に取り組む団体や

個人に感謝と敬意を捧げる賞として、昭和２５年に

創設され、さまざまな医療・保健課題に継続的に取

り組んできた方々を顕彰しています。 

 広い北海道ではリハビリ施設が分散しており、リ

ハビリ指導を行う医師や専門職が不在という地域が

多いことから、北海道難病連では、そのような地域

の難病患者の方と、そのご家族の方の悩みを解消す

るため、平成２５年から全道各地で、「家庭でできる

リハビリキャラバン」を実施しています。これまで

延べ１千人以上の方が参加され、この長年継続され

た支援活動が受賞理由の一つと伺いました。 

 私自身、都庁で難病関係の業務に長く携わってい

たので、患者やご家族の皆様には様々なご苦労があ

ると承知しております。 

 増田さんご自身も大変な中で、患者の方々をはじ

めとする皆様を支えるこの活動が評価されたことを

大変嬉しく思います。 

 この支援活動に携わっていただいた皆様に、改め

て深く敬意を表します。 

 道では、難病患者の皆様からご要望のあった「難

病手帳」を作成し、今月から順次送付いたします。

受給者証や保険証などをコンパクトに収納でき、受

診の際に使いやすいものとしました。 

 道としては、難病患者の皆様や難病連のご意見を

伺いながら、引き続き、難病対策の充実に努めてま

いります。 

 

 

木遣保存会の年賀行事 

（令和４年１月６日） 

 

 

 

 

本日、木遣（きやり）保存会の皆さまに、「木遣り」

をご披露いただきました。 

 「木遣り」は、土木、建築の現場で歌われた労働

歌で、仕事が完成した際にも歌われる、祝い歌の性



 

 

格も持っており、木遣保存会の皆さまには、毎年、

年賀のご挨拶にお越しいただいています。 

 本来であれば、恒例のまとい振りや梯子乗りをご

披露いただけるところ、今年は赤れんが庁舎のリニ

ューアル工事により、木遣りの披露のみとなりまし

た。 

 昨年、新型コロナウイルスの影響により、聞くこ

とが叶わなかった歌声を聞くことができ、良い１年

の一歩を踏み出すことができました。 

 こうした素晴らしい伝統芸能が、木遣保存会の皆

さまの活動とともに、今後も受け継がれていくこと

を期待します。 

 

 

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第８９回本部会議及び定例記者会見 

（令和４年１月７日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国的に新規感染者数が急速に増加し、広島県や

山口県、沖縄県においては、本日、まん延防止等重

点措置が適用されることになりました。 

 こうした中、本日の道内の新規感染者数は９４人

と増加しており、９０人を超えるのは９月１６日以

来です。 

 また、今週４日に、道内で初めてのオミクロン株

の感染事例が確認されましたが、さらに本日、複数

の道立保健所管内で１１人の感染、市中での感染と

見られる事例も確認されました。 

 感染者の増加に伴い、入院患者数も増加していま

すが、医療機関のご協力により、道では２０２８床

の病床を確保しており、病床使用率は４．５％の水

準と、医療提供体制が直ちにひっ迫する状況ではあ

りません。 

 しかしながら、感染者数が急速に増加すれば、医

療提供体制が急速にひっ迫する恐れがあることか

ら、感染拡大への高い警戒感を持って対応してまい

ります。 

 まず、無症状の方でも、オミクロン株の感染拡大

地域に行っていた場合など、感染に不安を感じる場

合は、検査を受けていただくようお願いいたします。 

 オミクロン株の感染拡大に伴い、明日８日から２

月７日までの１ヶ月間、ワクチン接種の有無にかか

わらず、無料で受けられる検査を実施します。無料

の検査事業所は、現在２８カ所登録されていますの

で、道民の皆様は是非ご活用ください。 

 また、オミクロン株のスクリーニング検査を速や

かに実施できるよう準備を進めます。 

 経口治療薬「モルヌピラビル」については、現在、

道内の薬局、医療機関の３００カ所以上に配置され、



 

 

 

 

 

 

 

医師の処方により、速やかに投与できる体制を整え

ています。 

 オミクロン株の陽性が確認された方は入院、濃厚

接触者の方は宿泊療養施設での滞在としていた取扱

について、国からの通知に基づき、デルタ株と同様

に、感染された方は症状に応じて入院や宿泊療養、

自宅療養、濃厚接触者の方は自宅等で滞在していた

だくこととします。 

 今週末の３連休は、道内の多くの市町村で成人式

が行われますが、特に、成人式前後では、できる限

り飲食を控えることや、仮に飲食を行う場合には、

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

話の時にはマスクを着用していただくようお願いい

たします。 

 オミクロン株であっても、基本的で適切な感染対

策は引き続き有効とされていることから、改めて、

基本的な感染防止行動の実践をお願いいたします。 

 まん延防止等重点措置の適用を踏まえ、広島県、

山口県、沖縄県との不要不急の往来は、極力控えて

いただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

次世代デイトレセンター「エルパサ」の視察 

（令和４年１月１１日） 

 

 

 

本日、医療法人社団豊生会の福祉施設、次世代デ

イトレセンター「エルパサ」を視察しました。 

 この施設は、高齢者の方々お一人おひとりに、最

適なリハビリメニューを提供するため、ＡＩ技術を

活用し、シミュレーションゴルフやｅスポーツなど

のアクティブメニューのほか、コインランドリーな

どの生活支援リハビリメニューの提供など、随所に

大変先進的な工夫がちりばめられていました。 

 また、施設の整備にあたっては、豊生会の星野理

事長をはじめ関係者の皆様が、何度もモデルとなる

群馬県の施設に足を運ばれ、その上で、次世代のデ

イサービスのあり方を議論され、コンセプトを固め

られたと伺いました。 

 本道は高齢化が急速に進行しており、高齢者の

方々が住み慣れた地域で、できる限り自立して暮ら

していただくためには、介護予防の充実が非常に重

要です。 

 道としても、高齢者の方々が健康で生きがいを持

って生活できるよう、引き続き、取り組んでまいり

ます。 

 

 



北海道でのデータセンターの中核拠点整備に向けた要望 

（令和４年１月１２日） 

 

 

 
 

 

本日、金子総務大臣、小林デジタル副大臣兼内閣

府副大臣、渡辺総務大臣政務官に対し、北海道での

データセンターの中核拠点整備に向けた要望を行い

ました。 

 先の国会において、岸田内閣総理大臣は「デジタ

ル田園都市国家構想」を掲げ、「デジタル田園都市ス

ーパーハイウェイ」を三年程度で完成させるととも

に、各地に設置する大規模データセンターや光ファ

イバー等を組み合わせ、日本中、津々浦々、高速大

容量のデジタルサービスを使えるようにすると表明

されました。 

 北海道は、冷涼な気候、豊富な再生可能エネルギ

ーの活用による脱炭素化の実現や、首都圏との同時

被災リスクが低いことによるレジリエンスの確保が

可能であるほか、広大な土地の存在や、北米や欧州

との近接性など、グリーンとデジタルを掛け合わせ

たデータセンターの中核拠点として最適な環境で

す。 

 私から、北海道でのデータセンターの集積に向け、

本道でデータセンター事業を展開しようとする事業

者への支援や、通信ネットワークの冗長性や耐災害

性などの観点から、本道と首都圏とを結ぶ光海底ケ

ーブルの接続への支援をお願いしました。 

 道としては、引き続き、国内最大規模のデータセ

ンターの実現に向けて誘致活動に取り組んでまいり

ます。 

 

 

 

北方領土問題解決に向けた外交交渉及び四島交流等事業の早期再開等に関する要望 

（令和４年１月１２日） 

 
 

本日、西銘内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対

策）、林外務大臣、鈴木外務副大臣に対し、北方領土

問題解決に向けた外交交渉及び四島交流等事業の早

期再開等に関する要望を行いました。 

 四島交流等事業は、新型コロナウイルス感染症の

影響により、２年続けて全ての実施が見送られ、平

均年齢が８６歳を超える元島民の方々が切に願う四

島へ上陸しての墓参や、自由訪問が出来ない状況が

続いています。 

 私からは、一日も早い北方領土の返還はもちろん

のこと、航空機墓参を含む四島交流等事業が可能な

限り早期に再開できるよう、外交ルートを通じた協

議の継続や、四島の日本人墓地の所在や現状の調査、



 

破損・劣化した標柱や墓石の修復・保全などの整備

についてお願いしました。 

 また、四島交流等事業に共通する政府としての安

全対策の指針などを早期に示していただくことや、

日本の法的立場を害さない形での共同経済活動につ

いてお願いしました。 

 道としては、引き続き、一日も早い北方領土の返

還、早期の四島交流等事業の再開などに向けて取り

組んでまいります。 

 

 

全国知事会第３１回新型コロナウイルス緊急対策本部 

（令和４年１月１２日） 

 
 

 

本日、全国知事会の第３１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、「オミクロン株の知見」、「ワクチンの追

加接種」、「時短措置における認証店の取扱い」につ

いて発言しました。 

 オミクロン株については、海外では一定程度、知

見が明らかとなる中、感染・伝播性や抗原性の変化

が懸念されており、適確な対策を講ずる上でも、我

が国の状況を踏まえ、適切な評価を行っていくこと

が重要です。 

 国においては、重症化やワクチン・治療薬の有効

性などを早期に分析し、その知見を地方自治体と情

報共有するとともに、全国統一的な考え方で対応で

きるよう、レベル評価などに反映いただくとともに、

濃厚接触者の待機期間や、自宅療養者等の療養解除

基準の考え方について、知見に基づいた柔軟な対応

が出来るよう検討をお願いしました。 

 ワクチンの追加接種については、高齢者の更なる

前倒しや一般分の前倒しを行うとされましたが、市

町村等の十分な準備期間の確保に配慮するほか、不

安なく接種体制等を検討できるよう、４月以降の中

長期的な供給スケジュールや配分量を速やかに示し

ていただくようお話しました。 

 時短措置における認証店の取扱いについては、緊

急事態措置や重点措置の対象地域では、認証を受け

た飲食店と受けていない飲食店の両方を時短要請の

対象とすることができ、金額に差はありますが、両

方が協力金の対象となります。 

 一方、それ以外の地域においては、都道府県が独

自に時短要請をする場合、認証を受けた飲食店は要

請の対象とならず、協力金の支給もないことから、

認証を辞退する店舗が増加することが懸念されてい

ます。 

 このため、昨日、北海道としても国に見直しの要



望をしたところですが、認証を受けた飲食店につい

て、時短要請を可能とし、要請に応じた認証店に対

して協力要請推進枠による支援を可能としていただ

くようお願いをしました。 

 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。 

 

 

「#今こそ食べよう北海道」ＰＲイベント 

（令和４年１月１４日） 

 

 

 

 

 

本日、イオン北海道株式会社様にご協力いただき、

北海道が展開している「今こそ食べよう北海道」キ

ャンペーンの一環として、道産水産物のＰＲを行い

ました。 

 道産食品は、新型コロナウイルス感染症による需

要の落ち込みにより、大きな影響を受けており、さ

らに、北海道の水産業は、秋サケやサンマなどの不

漁や、これまで例を見ない大規模な赤潮による被害

など、厳しい環境におかれています。 

 こうした中でも、道内の生産者の皆様は、安心・

安全なこだわりの食材を日々生み出しており、飲食

店や販売店の皆様も、多彩で魅力あふれる道産食材

を活かした美味しい料理や食材を提供しつづけてい

ただいています。 

 道では、そうした方々を応援したい、一緒にこの

危機を乗り越えたいとの思いで、私たち道民一人ひ

とりが、ご家庭で、飲食店で、そして贈り物で、一

品でも多くの道産食品を選び、みんなで食べる「今

こそ食べよう北海道」キャンペーンを行っています。 

 このキャンペーンは、イオン北海道さんをはじめ

とする量販店や百貨店、道内の飲食店などたくさん

の方にご参加いただき、昨年１１月から２月末まで

の期間で実施しています。 

 また、「今こそ食べよう北海道」の取組のひとつと

して、「牛乳チャレンジ」を実施し、皆様のご協力の

おかげで生乳の廃棄を回避することができました。 

 皆様のお力添えが、生産者の皆様の大きな支えに

なりますので、タラやニシン、カキなどの道産水産

物をはじめ、お肉や牛乳、野菜などたくさんの道産

品を選んで食べていただき、生産者の方々を一緒に

応援しましょう。 

 

 

 

 

 

 



北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第９０回本部会議及び定例記者会見 

（令和４年１月１４日） 

 
 

 
 

 

 

 

本日の新規感染者数は４６７人、昨日は３２８人

と、ここ数日で大きく増加しています。レベル分類

の３つの指標のうち、新規感染者数と療養者数の２

つの指標がレベル２を超える状況となり、道内にお

いても、オミクロン株への置き換わりが進みつつあ

ります。 

 医療提供体制については、医療機関の皆様のご協

力をいただき、確保病床を２０６５床に増床し、現

在の使用率は全道１０．８％と、直ちにひっ迫する

という状況ではありませんが、新規感染者数がさら

に増加すると、入院患者も増え、医療への負荷が急

速に高まるおそれがあります。 

 道民の皆様には、感染者が急速に増加し、道内各

地に広がっているという状況を踏まえていただき、

これまで以上に感染防止行動の徹底をお願いいたし

ます。 

 特に最近の感染事例では、知人や友人など、普段

会わない方と飲食を行った行動歴が多く確認されて

いることを踏まえ、改めて、「短時間、深酒をしない、

会話の時はマスクを着用する」という飲食の場面に

おける行動の徹底をお願いいたします。 

 医療提供体制については、病床のフェーズを１か

ら２に引き上げ、オミクロン株による患者の受入環

境を整えることとしたところであり、引き続き、自

宅療養者の支援体制や、経口治療薬の供給体制の強

化など、治療が必要な方を確実かつ適切に医療につ

なげられるよう取り組んでまいります。 

 また、症状がある方に対する迅速な行政検査はも

とより、無症状の方の無料検査の充実にも取り組ん

でまいります。 

 レベル分類やまん延防止等重点措置については、

医療への負荷をより重視するという国の考え方があ

ります。 

 道内においては、新規感染者数及び療養者数がレ

ベル２の指標を超えていますが、若年層の感染者が

多いこともあり、入院患者が急速に増加していると

いう状況ではなく、今後の医療提供体制への負荷を

慎重に見極めていくことが重要です。 

 道では、病床使用率２０％という指標を置いてお

り、その水準を超えることが確実な状況となった場

合には、速やかにレベル２への移行を行います。そ

の際、まん延防止等重点措置も含めた対策を迅速に

講じることが出来るよう、必要な検討を進めてまい

ります。 

 さらに、今後の感染拡大により、多くの従業員や



職員が感染者や濃厚接触者となり、出勤できなくな

るという事態も想定して対応しなければなりませ

ん。 

 まずは、道自ら、こうした事態を想定して、全庁

において業務継続計画の再点検を行い、改めて、テ

レワークの徹底などに取り組むとともに、企業の皆

様に対しても、事業継続に向けた計画の点検や作成

について、関係団体等の皆様と連携をして働きかけ

てまいります。 

 ワクチンの接種については、先日、岸田総理から

要請のあった高齢者の皆様への接種のペースアップ

などを含め、３回目接種が円滑に実施できるよう、

引き続き、市町村をサポートしてまいります。 

 

 

令和３年度北海道文化賞贈呈式 

（令和４年１月１７日） 

 

本日、本道の文化の普及と振興に関し、特に輝か

しい業績を挙げられた皆さまに対し、北海道文化賞

を贈呈しました。 

 この度、受賞された方々は、地域文化活動、短歌、

日本画、彫刻、芸術学の分野において、長きにわた

り、たゆまぬ研さんを積み重ね、輝かしい成果を上

げられるとともに、本道の文化、芸術の発展に大き

く貢献されました。 

 そのご功績に対し、深く敬意を表しますとともに、

心から感謝を申し上げます。 

 

 

栄誉賞贈呈式 

（令和４年１月１７日） 

 

本日、東京オリンピックのスケートボード女子パ

ークで銀メダルを獲得した開心那選手に対し、栄誉

賞を贈呈しました。 

 開選手は、最年少メダリストですが、今回の栄誉

賞贈呈も最年少となります。 

 開選手の見事なプレーに、日本中が勇気と感動を

いただいたことから、改めて道民の皆様を代表し、

心からお祝いを申し上げました。 

 また、年明けには、開選手が国際オリンピック委

員会から、東京五輪のフェアプレー賞の 1 人として

選出されたとの発表があり、とても嬉しく感じまし

た。 

 道民の皆様をはじめ、全国民の記憶に残るメダリ

ストが北海道から誕生したことは、私たちの誇りで

す。 

 開選手には、また新たな目標に向かって、さらに



大きく飛躍されることを期待しています。 

 

 

大岡環境副大臣との面談 

（令和４年１月１８日） 

 

 

 

本日、環境省が全国で開催している「地域脱炭素

施策に関するブロック別説明会」のため来道された

大岡環境副大臣とお会いしました。 

 道内では、酪農地域での畜産バイオマスや森林地

域での木質バイオマス、雪氷冷熱を活用したデータ

センターなど、地域特性を活かした個性的な取組が

進んでおり、道内の市町村における脱炭素の機運も

高まってきています。 

 私からは、「ゼロカーボン北海道」の推進にあたり、

省庁連携によるタスクフォースや地方の相談窓口の

設置など、北海道の挑戦に対し、全国に先駆けて支

援いただいていることに感謝を申し上げました。 

 また、環境省が進める「脱炭素先行地域」の選定

について、再エネポテンシャルが全国１位の本道に

おける取組の加速化は、国の温室効果ガス排出削減

目標の達成にも貢献するものであり、ぜひ多くの道

内自治体を選定いただけるようお願いしました。 

 大岡環境副大臣からは、カーボンニュートラル・

脱炭素に向けた取組を通じて、地域に活力とより良

い暮らしをもたらし、地方創生・まちおこしにつな

げていくため、道庁には、地域の可能性を引き出し

てほしいと考えており、環境省としても、本道の取

組がトップランナーとして全国の見本となるよう全

力で支援するとの言葉をいただきました。 

 道では、引き続き、国や市町村の皆様と連携しな

がら、「ゼロカーボン北海道」の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９１回本部会議及び定例記者会見 

（令和４年１月２１日） 

 

 

 

 

 

本日から、東京都など１３都県にまん延防止等重

点措置が適用されました。オミクロン株が広がる中、

本道においても、本日の新規感染者数は過去最多と

なる１６４４人と、急速に増加しています。 

 現在、レベル分類の３つの指標のうち全道の病床

使用率は１７．９％と、レベル２の基準を超えてい

ませんが、これまでの増加数などを踏まえると、こ

の週末から来週はじめには２０％を超えると見込ま

れます。 

 感染拡大のスピードが極めて速いとされるオミク

ロン株の特性や、全道各地に感染が広がっている状



 

 
 

 

 

 
 

況を踏まえ、このまま新規感染者数の急速な増加が

続いた場合には、医療のひっ迫、そして社会機能の

維持にも影響が生ずるおそれがあります。 

 このため、本日から、全道域でレベル２へ移行す

るとともに、まん延防止等重点措置が速やかに適用

されるよう、国の対策本部長である総理あてに要請

書を提出しました。 

 重点措置の適用が決定された場合の本道における

措置の方針について、あらかじめお示ししますので、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 まず、措置区域については、感染状況を踏まえて

全道域を対象とし、道民の皆様には、混雑している

場所や感染リスクが高い場所への外出を控えること

や、不要不急の都道府県間の移動を極力控えること、

感染リスクが高いとされる飲食の場面において、４

人以内など少人数、短時間で、深酒をしない、大声

を出さない、会話の時はマスクを着用といった感染

防止行動についてご協力をお願いいたします。 

 こうした行動については、感染者が急速に増加し

ている状況等を踏まえ、重点措置の適用を待つまで

もなく、今からご協力をお願いいたします。 

 飲食店等の皆様には、営業時間や酒類の提供、協

力金についてまとめた資料を添付していますので、

ご確認をお願いいたします。なお、認証店では、営

業時間や酒類提供の有無が選択できるようになりま

す。まだ認証を取得されていない方は、積極的に検

討をお願いいたします。 

 まん延防止等重点措置を要請する状況になったこ

とを踏まえて、「どうみん割」、「ぐるっと北海道」、

「Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ」の需要喚起策については、販

売停止や利用方法の変更の対応を行うこととしまし

たので、添付の資料をご確認ください。 

 また、国の専門家の方々から、「オミクロン株によ

る急速な感染拡大が生じている地域では、検査や疫

学調査の重点化の切り替えを実施すべき」と指摘さ

れていることを踏まえ、道としても、現下の感染状

況等に鑑み、治療が必要な方を確実かつ適切に医療

につなげていくため、感染対策の重点化を行ってい

きます。 

 まず、入院調整など迅速な療養先の決定や経口治

療薬の円滑な供給など、重症となる方をできる限り

防いでいく取組に重点を移し、疫学調査についても、

これまで保健所が実施してきた濃厚接触者の調査

を、高齢者施設など重症化リスクの高い施設や同居

の家族のなどに重点化していきます。 

 これは、陽性となった方に何も連絡しないという

ことではありません。陽性となったすべての方に対



して、保健所から症状や健康状態などをお伺いする

といった対応に変更はありません。 

 お願いしたいのは、陽性となった方で症状がない

方や軽症の方は、今後、ホームページなどでお知ら

せする陽性となった方の対応の流れをご参照いただ

き、職場や知人、友人への連絡をお願いすることに

なります。こうした取扱については、来週からの本

格運用に向けて最終調整中ですが、一人でも重症と

なる方を減らしていくためにも、ぜひご協力をお願

いいたします。 

 道民の皆様におかれましては、オミクロン株の広

がりを念頭において、今一度、感染防止行動の徹底

についてご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第９２回本部会議及び定例記者会見 

（令和４年１月２５日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、国において、１月２７日から２月２０日ま

での２５日間、全道において、「まん延防止等重点措

置」の適用が決定され、感染防止行動の徹底を図っ

ていくこととしました。 

 全道の新規感染者数は本日も１５３６人と、札幌

市内をはじめ、全道に感染が広がる中、２３日には

病床使用率が２０％を超えるとともに、高齢者の感

染者数が増加してきており、特に札幌市以外の地域

における医療の負荷が高まってきています。 

 道民の皆様には、混雑している場所などへの外出

や不要不急の都道府県間の移動を控え、飲食の場面

における、４人以内など少人数、短時間で、深酒を

しない、大声を出さない、会話の時はマスクを着用

といった感染防止行動の徹底についてご協力をお願

いいたします。 

 また、疫学調査の重点化を２４日から行っており、

陽性となった方で、症状がない方や軽症の方には、

発症日の２日前からマスクなしの状態で１ｍ以内で

の対面で１５分以上会話した方がいる場合などに

は、職場や知人、友人に連絡していただくようお願

いしております。 

 こうした対応の手順や留意事項については、保健

所から陽性となった方に対し、パルスオキシメータ

ーの送付などに合わせてパンフレット等をお送りす

るほか、道のホームページでもお知らせしています

ので、該当する場合には、ご確認をお願いいたしま

す。 

道ＨＰはこちら↓ 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/.../kansenkakudai

_taiou.html 



 

 

 

 

 

 飲食店等の皆様には、要請内容や支援金について、

本日、道のホームページに掲載しましたので、ご確

認いただくとともに、専用のコールセンター

（011-350-7377）も開設していますのでご相談くだ

さい。 

道ＨＰはこちら↓ 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/kyuugyouy

ousei.html 

 ワクチンの３回目接種の前倒しについては、道と

して、市町村における課題やニーズの把握を行って

きたところですが、現下の感染状況やまん延防止等

重点措置の適用を踏まえ、今後本格化する高齢者接

種のペースアップに向けた市町村の接種に対する支

援について、道直営の集団接種会場の設置も含めて

検討してまいります。 

 オミクロン株による感染のスピードを踏まえ、今

後、道民生活、事業活動、教育など、社会経済活動

のあらゆる場面での影響を想定し、強い危機感をも

って対策に取り組んでまいります。 

 改めまして、道民の皆様、事業者の方々のご理解

とご協力を心からお願いいたします。 

 

 

栄誉賞特別賞贈呈式 

（令和４年１月２６日） 

 

本日、東京パラリンピックの車いすラグビーで銅

メダルを獲得した池崎大輔選手に対し、オンライン

で栄誉賞特別賞を贈呈しました。 

 車いすラグビーは、パラリンピックの競技で最も

激しいと言われている中、世界トップレベルのチェ

アワークとスピードを武器にコート内を縦横無尽に

駆け巡り、チームトップのトライを挙げるとともに、

前回金メダルのオーストラリアを２度破るなど、常

に戦う姿勢を示しチームを牽引する姿に、多くの方

が勇気と感動をいただいたことから、改めて道民の

皆様を代表し、心から感謝を申し上げました。 

 道民の皆様をはじめ国民の記憶に残るメダリスト

が北海道から誕生したことは、私たちの誇りであり、

子どもたちの大きな目標となることと思います。 

 池崎選手には、また新たな目標に向かって、さら

に大きく飛躍されることを期待しています。 

 

 

令和３年度北の輝く女性応援会議 

（令和４年１月２７日） 

 

 

本日、「北の輝く女性応援会議」を開催し、北海道

大学ダイバーシティ研究環境推進室の長堀特任教授



 

 
 

 
 

 

から、若者や女性の皆様が定着する北海道づくりに

向けたお話をいただくとともに、各団体の皆様と意

見交換を行いました。 

 道外の出身者の方も含め、「卒業後は北海道に残り

たい」との希望が多い一方で、「長く働き続けられる

職場」を意識するため、生涯を過ごす場所として北

海道を選択できない現実にあるとのことで、次の世

代を担う若者のためにも、様々なライフステージに

応じて、活躍できる環境を整備することが重要と改

めて認識しました。 

 本道は、長期にわたり道外への転出が転入を上回

る状況であり、２０２０年には、女性は２，０００

人程度の転出超過となっている一方で、前年に比べ

転出超過数の縮小が見られるなど、コロナ禍により

地方に目を向ける動きが見られるのも事実です。 

 道としては、持続可能な地域社会をつくりあげて

いけるよう、女性の活躍が大切であるとの認識のも

と、様々な分野で個性と能力を十分に発揮できる環

境づくりを進めており、昨年１１月には、北海道、

東北７県の知事による「女性活躍推進に向けた共同

宣言」を行ったところです。 

 引き続き、応援会議の構成団体の方々や教育機関

の皆様との連携を深めながら、「オール北海道で女性

を応援していく」という強いメッセージを発信し続

けてまいります。 

 

 

全国知事会第３２回新型コロナウイルス緊急対策本部 

（令和４年１月２８日） 

 

 

 

本日、全国知事会の第３２回新型コロナウイルス

緊急対策本部にＷｅｂで出席し、オミクロン株の知

見を踏まえた対策について発言しました。 

 これまで、「国はオミクロン株の知見を明らかに

し、その特性を踏まえた対策を早急に示すべき」と

お話してきました。しかし、そうした知見や対策が

十分に示されないまま、全国で爆発的とも言える感

染拡大に直面する中、様々な課題が顕在化し、国は

状況の変化に対して、その都度対策を変更していま

す。 

 具体的には、昨日、抗原定性検査の優先的な取扱

が示されたことや、患者の入退院や濃厚接触者の待

機時間等について、１月１４日に１０日間に短縮さ

れた後、近く再度変更される動きがあること、また、

ワクチンについても、昨年１２月、そして今年１月

に前倒しの方針が２回変更され、加えて、突然事実

上の接種終了目標を示した調査が実施されたほか、

レベル３への移行について、一昨日、重症病床使用



率を重視する考え方が示され、こうした変更につい

ての国からの連絡が立て続けに通知されています。 

 都道府県としても、こうした変更への対応には、

新たな運用の検討や周知などの整理が必要となりま

す。限られたマンパワーで、日々、目の前の患者の

皆様に対応しながら、そうした変更に対処していく

のは大変厳しい状況にあります。 

 これまでに例のない感染拡大となり、走りながら

の柔軟な対応が必要な局面にあることは理解します

が、３４都道府県にまん延防止等重点措置が適用さ

れるという状況となった今、オミクロン株の特性や、

それを踏まえた対策が必要であり、全体を俯瞰すべ

きタイミングに来ていると考えます。 

 尾身会長が発言されているように、昨年１１月を

最後に開催されていない国の「新型コロナウイルス

感染症対策分科会」をできるだけ早急に開催して議

論や検討をいただき、オミクロン株に向き合う戦略

や戦術を示した大方針を早急に取りまとめ、基本的

対処方針に反映していただくようお願いしました。 

 引き続き、全国知事会とも連携を図りながら感染

対策等に取り組んでまいります。 

 

 

日露地域・姉妹都市交流年開会式 

（令和４年１月２９日） 

 
 

 

 

本日、「日露地域・姉妹都市交流年」の開会式に出

席しました。 

 日露地域・姉妹都市交流年は、日露間の地域交流

の深化や発展を目指すことを目的として、様々な分

野における交流事業を実施するものです。 

 日本の最北端に位置する北海道にとって、ロシア

は最も近い隣人であり、大切な友人の一人です。こ

の開会式の北海道開催を、私からも政府にご提案し

てきたところであり、感染症の影響により１年延期

されていましたが、本日ようやくこの日を迎えられ

大変嬉しく思います。 

 北海道は、日露地域間交流のフロントランナーと

して、姉妹提携を結ぶサハリン州をはじめとする極

東の各地域と、長年にわたり、経済や文化など様々

な分野で交流を深めてきたほか、２０１８年からは、

サンクトペテルブルク市やモスクワ州など、欧露部

との交流も本格的にスタートさせています。 

 新型コロナウイルス感染症との長い闘いの中で、

両地域の往来は難しい状況にありますが、道では、

これまで築いてきた友好の絆を礎として、オンライ

ンなども活用しながら交流を絶やすことなく継続し

てきました。 



 

 本日の開会式も、感染症の影響で開催が危ぶまれ

ましたが、私からリアルとオンラインの併用を提案

し、ハイブリッドの形で開催していただけることに

なり、鈴木外務副大臣、ガルージン駐日大使にもご

来道いただきました。 

 コロナ禍においても工夫によって交流を継続する

ことができる象徴的な取組となったと思います。 

 この「交流年」を、日露地域間交流の更なる飛躍

の年とするため、北海道とロシアの友好地域との交

流を積極的に積み重ねてまいります。 

 

 

 


