
北海道太平洋沿岸の漁業被害に係る意見交換会及び釧路管内水産種苗生産センター視察 

（令和３年１２月１日） 

 

 

 

本日、厚岸町及び釧路市を訪問し、北海道太平洋

沿岸の漁業被害に係る意見交換会を行ったほか、釧

路管内水産種苗センターを視察しました。 

 本道の太平洋沿岸で広範囲に発生した赤潮は、ウ

ニやサケなどを中心に被害額は８０億円と甚大な被

害となっており、１０月１２日には、私も関係者の

皆様と一緒に農林水産大臣や環境省などに対し、被

害対策への支援について緊急要請を行いました。 

 国では、先日閣議決定された国の補正予算案に「北

海道赤潮対策緊急支援事業」として、国費１５億円

の手厚い対策が盛り込まれ、道においても、昨日開

会した４定議会で、被害実態を調査するための補正

予算２，７２０万円を提案したところです。 

 意見交換会では、国と道の補正予算について説明

するとともに、被害を受けた皆様の声を直接お聞き

しました。本日いただいたご意見は、漁場の回復や

被害を受けた漁業者の皆様や、漁協の経営再建など

に必要な課題と重く受け止めています。 

 現在、赤潮の状況は収束に向かっていますが、道

としては、早急な赤潮被害の全容の把握に加え、発

生原因の究明などについて、国や道の試験研究機関

に協力をいただきながら進めてまいります。 

 また、今般の被害によって漁業経営への影響が長

期間に及ぶことから、複数年にわたる支援が必要な

ため、幅広い対策の実施について国へ働きかけると

ともに、国の補正予算を効果的に活用するなど、漁

業者の皆様が安心して漁業を営むことができるよ

う、取り組んでまいります。 

 

 

令和３年北海道功労賞贈呈式 

（令和３年１２月２日） 

 

本日、本道の経済、社会、文化などの発展におい

て、特に輝かしい業績を挙げられた方々に対して、

北海道功労賞を贈呈しました。 

 この度、受賞された方々は、それぞれの分野にお

いて、永年にわたりご活躍され、優れた識見と指導

力や行動力をもって、北海道の発展に多大なご貢献

を果たしてこられました。受賞者の方々のご功績に

対し、改めて深く敬意を表します。 

新型コロナウイルス感染症の流行が長期にわた

り、道民の皆様の暮らしや経済活動に深刻な影響が

及んでいますが、受賞者の皆様の輝かしいご功績と

その成果を未来への糧として、ポストコロナを見据

え、本道の新たな未来に向けた様々な取組に挑戦し

てまいります。 

 



「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録記念フォーラム 

（令和３年１２月４日） 

 

 

本日、「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登

録記念フォーラムに出席しました。 

 文化庁の鈴木文化財調査官や筑波大学の稲葉名誉

教授にお越しいただき、縄文遺跡群の価値や期待に

ついて基調講演をいただくとともに、今後の活用に

向けたパネルディスカッションを行いました。 

 このフォーラムをきっかけとして、「北の縄文」の

魅力を再発見していただき、より熱心なファンとな

っていただくとともに、縄文の価値を次の世代へ繋

いでいくための人づくりや、遺跡を活かした地域づ

くりの取組が加速することを期待しています。 

 道では、縄文遺跡群の価値と魅力をより多くの

方々に知っていただき、観光振興や地域の活性化に

もつながるよう、先月には道のふるさと納税の返礼

品として、道内の様々な縄文グッズを追加しました。 

 今後も引き続き、関係する市町や地域の皆様はも

とより、北東北３県の皆様とともに、効果的な取組

を積極的に行ってまいります。 

 

 

金子総務大臣との面談 

（令和３年１２月５日） 

 
 

 

本日、ウポポイを視察いただいた金子総務大臣と

渡辺政務官にお会いし、先日閣議決定された令和３

年度補正予算について、「感染症対応地方創生臨時交

付金」の６．８兆円の増額をはじめとした感染症の

拡大防止、社会経済活動の再開に向けた取組や、防

災・減災、国土強靱化の推進など、必要な予算につ

いて政府として決定いただいたことに対して、感謝

を申し上げるとともに、引き続き、本道における様々

な課題や取組に関する財政支援をお願いしました。 

 特に、北海道太平洋沿岸では、発生した赤潮によ

り甚大な被害が生じていることから、漁業被害対策

に取り組んでいる地方公共団体に対し、特別交付税

による対応など十分な財政支援措置を講じていただ

くようお願いしました。 

 金子総務大臣からは、この度の補正予算により水

産庁が行う補助事業について「７割が国、３割が地

方の負担となっておりますが、地方負担３割の部分

の 80%を特別交付税措置とする」、また、すでに行

っている地方独自の対策事業に対しても「50%の特

別交付税措置を講じる」とのお言葉をいただき、大

変心強く思っています。 

 道では、引き続き、国や市町村の皆様と連携し、

本道の発展に資する取組を進めてまいります。 

 

 



令和３年度（第６０回）農林水産祭天皇杯受賞報告 

（令和３年１２月６日） 

 

 

 

令和３年度（第６０回）農林水産祭天皇杯を受賞

された、きたみらい玉葱振興会の加藤会長と、ＪＡ

きたみらいの大坪代表理事組合長に本日ご来庁いた

だき、お祝いを申し上げました。 

 天皇杯は、過去 1 年間において、農林水産大臣賞

の全部門受賞者３４５点の中から７部門毎に決定さ

れ、今回、きたみらい玉葱振興会は、園芸部門で受

賞されました。天皇杯は農業者の皆様にとって最高

峰の大変名誉な賞であり、本道では２年ぶりの受賞

となります。生産者の皆様のこれまでのご努力に改

めて敬意を表します。 

 この度の受賞は、北見地域でタマネギ栽培が始ま

って以来、病害虫の発生や価格の暴落など、数多く

の困難に直面しながらも、生産や出荷において様々

な工夫を重ねられ、高品質なタマネギを安定的に生

産し、全国最大の産地を形成していることなどが高

く評価されたものとお聞きしました。 

 コロナ禍にあっても、本道の農業は、消費者の方々

に食料を安定供給していく役割を担っており、地域

の生産者の皆様が一丸となって、需要に応じた高品

質な農産物を生産していく取組は、道としても非常

に重要なものです。 

 きたみらい玉葱振興会の皆様には、今後も、全国

最大の玉ねぎ産地としての誇りを胸に、ますます発

展されることを期待しています。 

 

 

令和３年度北海道社会貢献賞（自治功労者）表彰式 

（令和３年１２月８日） 

 

 

北海道社会貢献賞（自治功労者）は、長年に

わたり市町村長、市町村議会議員、副市町村長、

教育長等として住民福祉の向上に努められ、郷

土の発展と地方自治の振興に多大なご貢献をい

ただいた皆さまにお贈りしており、本日、表彰

式を行いました。 

現在、本道においては、新型コロナウイルス

感染症への対応はもとより、人口減少や高齢化

といった従来からの課題、さらには、デジタル

化や脱炭素化といった社会変革の動きにも的確

に対応していくことが求められています。 

 直面する様々な困難に立ち向かい、新たな挑

戦を加速させるためには、市町村の皆様と道の

強固な連携が不可欠です。 

 道としては、今回受賞された皆様がこれまで

積み重ねてこられたご功績を大切に受け継ぎな

がら、地域の皆様とともに、本道の揺るぎない



価値を次の世代に引き継いでいけるよう、持続

可能で活力あふれる北海道の実現に取り組んで

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８７回本部会議 

（令和３年１２月８日） 

 
 

 

本日の全道の新規感染者数は２人と、減少傾向が

続いており、今年に入り最も低い水準で推移し、新

規感染者数の減少に伴い、療養者数や入院患者数も

減少に転じています。 

 一方で、世界各国に広がっているオミクロン株に

ついて、国内で３例目が確認されました。道として

も、海外や道外に滞在歴のある患者、感染経路不明

の患者について、原則すべての検体を対象にゲノム

解析を実施し、現在までオミクロン株の感染者は確

認されていませんが、高い警戒感をもって対応する

必要があります。 

 感染力やワクチンの効果など、明らかになってい

ないことも多いことから、引き続き、情報収集を続

けるとともに、感染リスクの高まる年末年始を迎え

るに当たり、気を緩めることなく対応してまいりま

す。 

 また、本日、新たなレベル分類の導入を決定しま

した。 

 道では、医療機関の皆様のご理解ご協力により、

２０２８床の病床を確保するとともに、新たに２２

１４床の緊急フェーズを設けることとしました。 

 国においては、医療機関名とその機関ごとの確保

病床や入院患者数といった医療提供体制の「見える

化」が進められ、本日、医療機関名とその機関ごと

の確保病床数が公表されました。 

 道としては、こうした動きを踏まえ、引き続き、

医療提供体制の充実を図りながら、新たなレベル分

類の下、感染動向の分析、評価を進めてまいります。 

 現在、本道はレベル１の状況ですが、オミクロン

株の動向を注視し、必要に応じたレベルの移行など、

迅速かつ機動的な対応ができるよう、万全の体制を

整えてまいります。 

 ワクチンの３回目の接種については、引き続き、

国からの情報収集に努め、安定的な供給や、市町村

の準備期間の確保への配慮について国に求めるな

ど、必要に応じて対応してまいります。 

 道内では、全ての市町村において、それぞれの市

町村の考え方に基づき、希望者への２回目の接種を

１１月末までに終えたとの報告があり、市町村をは

じめ、医療関係者など関係の皆様のご尽力に心から

お礼申し上げます。 



 一方で、新たに接種対象年齢となる方も含め、ま

だ接種されていない方へのサポートも重要であり、

引き続き、市町村の取組を支援してまいります。 

 道では、職域接種の終了に伴い、２回目の接種が

困難となる方などに対応するため、モデルナ社製ワ

クチン等に係る予約センターを開設し、本日、８日

からコールセンターによる電話での受付と、電話が

困難な方への電子メールでの受付を開始しました。

今後とも、希望される方が円滑に接種できるよう対

応してまいります。 

※北海道新型コロナウイルス感染症対策本部の詳細

はこちら↓ 

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

aigi.html 

 

 

岩見沢農業高校園芸植物展示会 

（令和３年１２月９日） 

 

 

 

 

本日、道庁１階の道政広報コーナーで開催されて

いる「岩見沢農業高校園芸植物展示会」を視察しま

した。 

 展示会では、岩見沢農業高校生活科学科の生徒の

皆さんが丹精を込めて栽培、管理した花を展示して

おり、その場で購入できるほか、農業高校の学習活

動とその成果を紹介するパネルが展示されていま

す。 

 全道一の花産地である空知をはじめ、北海道の花

を道民の皆様に知っていただくことで、地域の更な

る魅力向上と花の消費拡大につながることを期待し

ています。 

 展示会は、本日（12／9（木））は１６時まで、明

日（12／10（金））は９時半から１３時半まで開催

していますので、是非お立ち寄りください。 

 

 

令和３年度北海道善行賞（優良ひとり親家庭）表彰式 

（令和３年１２月１０日） 

 

 

 

 

 

本日、優良ひとり親家庭として北海道善行賞を受

賞された皆様に、表彰状をお渡ししました。 

 受賞された皆様は、誠実な仕事ぶりやボランティ

ア活動などを通じて、地域の方々から厚い信頼が寄

せられており、これまで多くの困難を乗り越えてき

たご苦労と真摯なご努力に深く敬意を表します。 

新型コロナウイルス感染症の流行が長期にわた

り、暮らしや将来に対して大きな不安を抱かれる中、

日々懸命に働きながら、お子様の夢や目標を応援し、

愛情深く育てられることは、周りのご理解があった

としても、本当に大変なことです。 



 

 受賞された皆様が今後とも、ご家族の自慢のお母

さんとして、また、一人の輝く女性として、より一

層ご活躍されることを願うとともに、悩みを抱える

ひとり親家庭の皆様の良き相談相手となっていただ

ければ幸いです。 

 道としては、引き続き、一人ひとりに寄り添った

相談支援や母子家庭等就業・自立支援センターによ

る就業支援など、安心して子育てや働くことができ

る地域社会の実現に向けた取組を進めてまいりま

す。 

 

栄誉賞贈呈式 

（令和３年１２月１０日） 

 

 

本日、東京オリンピックのソフトボールで金メダ

ルを獲得した山本優選手と、野球で金メダルを獲得

した伊藤大?選手に対し、栄誉賞を贈呈しました。 

 山本選手は全試合にクリーンアップで出場し、ホ

ームラン２本、また果敢なヘッドスライディングで

チ－ムを鼓舞され、伊藤選手は、５イニング無失点

と完璧な投球で相手打線をきりきり舞いさせ、お二

人の活躍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。 

 道民の皆様をはじめ全国民の記憶に残る金メダリ

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。 

 山本選手と伊藤選手には、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。 

 

年末ジャンボ宝くじＰＲ 

（令和３年１２月１３日） 

 

 

本日、年末ジャンボ宝くじのＰＲ活動のため、宝

くじ「幸運の女神」の近藤綾さんにお越しいただき

ました。 

 宝くじの売り上げの一部は、道の貴重な財源とし

て、道路の維持管理や道有林の整備、芸術・文化の

振興など、道民の皆様の生活を豊かにする様々な事

業に活用しています。 

 今回の年末ジャンボ宝くじの販売期間は、１２月

２４日（金）までとなりますが、道民の皆様には、

ぜひ道内の売り場でお買い求めいただきますようお

願いします。 

 道としては、今後とも幸運の女神をはじめ、関係

者の皆様と連携して、売上向上に向けた取組を続け

てまいります。 



定例記者会見 

（令和３年１２月１６日） 

 

本日の全道の新規感染者数は１２人と、１２日ぶ

りに二桁となりました。また、国内において、オミ

クロン株が継続して確認されており、高い警戒感を

もって対応する必要があります。 

 道内では、現在、オミクロン株は確認されていま

せんが、引き続き、道外に滞在歴のある患者の方な

どについて、原則すべての検体のゲノム解析を実施

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、速やかに導入するなど、監視体制を

強化してまいります。 

 また、検査を無料で受けられる環境も整えている

ところであり、健康上の理由などにより、ワクチン

を受けられない方に対し、民間の様々なサービスを

利用する際に必要とされる場合の無料の検査を年内

から順次開始するとともに、薬局や医療機関などで

検査を受けられるよう、薬剤師会などの皆様と連携

しながら体制整備を進めてまいります。 

 ワクチン・検査パッケージについては、制度を利

用する飲食店、カラオケ店の登録受付を明日１７日

から開始します。飲食店で制度を利用できるのは、

第三者認証店となっており、既に認証を受けている

店舗では、意思確認のみで登録を行うことができる

ほか、今後、第三者認証を申請される店舗について

は、パッケージ制度と申請を一本化し、登録店には

順次、ステッカーを配布します。 

 この制度を適用する飲食店では、今後、緊急事態

宣言等において、５名以上の人数制限が要請される

場合でも、その制限がかからなくなり、カラオケ店

では、休業が要請されている場合でも、収容率の５

０％を上限として、カラオケ設備の提供が可能とな

るなど、感染が拡大した場合に制限緩和のメリット

を受けることができますので、登録を検討いただき

ますようお願いいたします。 

 現在、「どうみん割」は、１２月２９日までの利用

期限となっていますが、ワクチン接種の完了又は検

査結果が陰性であることを条件として、来年１月４

日チェックインから３月１１日チェックアウトま

で、日帰り商品は３月１０日まで延長します。 

 また、青森県と連携し、道民の皆様と青森県の皆

様が相互に割引制度を利用できるようにし、１２月

１９日の正午から販売を開始します。 

 乗車券等が割引となる「ぐるっと北海道」は、販

売期間を２月末までから最長で３月末まで延長しま

す。 

 プレミアム付き食事券である「Go To Eat事業」

については、国と協議し、販売期限を来年の１月３

１日まで、利用期限を来年の２月２８日まで延長し



ます。なお、年末年始となる１２月２５日から１月

１０日までの期間、利用は可能ですが、販売は一時

停止となりますのでご注意ください。 

 道民の皆様には、年末年始における感染拡大防止

の取組をお願いしているところですが、感染リスク

が高まる時期であることを念頭に、引き続き、感染

防止行動を実践いただきながら、道内の観光や交通、

飲食店等の事業者の方々への応援をお願いいたしま

す。  

 

 

なおみちカフェ（厚浜木材加工協同組合） 

（令和３年１２月１７日） 

 

 

 

本日、浜中町の「厚浜木材加工協同組合」を訪問

しました。 

厚浜木材加工協同組合は、カラマツ間伐材の有効利

用を目的として立ち上げられた協同組合であり、中

大規模の木造建築や製材、防腐処理剤、加工製材の

製造販売などを行っています。 

 関係者の皆様のお話を伺い、多くの企業が１カ所

に集約されることで、協業化が図られることはもち

ろん、素材から製品までの一貫体制により、コスト

縮減や作業の効率化が図られることを実感しまし

た。 

 また、若い林業従事者の方々が安心して共働きが

できるよう、託児施設を併設した研修センター「森

の学舎」は、地元のカラマツなどの木材が使用され

ており、「地材地消」を体現した施設となっていまし

た。 

 道産木材の利用を広げていくことは、地域資源の

有効活用や、ゼロカーボン北海道の実現に向けて重

要な取組であり、道としても、引き続き、

「HOKKAIDO WOOD」のブランド力の強化に取

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。 

 

 

厚岸霧多布昆布森国定公園指定記念式典 

（令和３年１２月１７日） 

 

 

 

 

 

 

地域の皆様の長年の悲願が叶い、本年３月３０日

に新たな国定公園として「厚岸霧多布昆布森国定公

園」が誕生したことから、本日、記念式典を開催し

ました。 

 釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町にまたがるこの

地域は、海岸段丘や湖沼、湿原など変化に富んだ優



 

 

 

れた自然環境に恵まれ、多種多様な野生動植物が生

息、生育しており、この度の国定公園の指定は、こ

れらの資質が高く評価されたものです。 

 また、国定公園を構成する別寒辺牛湿原や霧多布

湿原、そして広大な森林は、２０５０年までの温室

効果ガス排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボン北

海道」の実現に向けて、ＣＯ２の吸収源としても大

いに期待しています。 

 道としては、地域の皆様と一体となって、豊かな

自然環境や生物多様性の保全を行うとともに、アド

ベンチャートラベルやワーケーションなどへの関心

の高まりを活かした自然公園の適正な利用の推進に

も取り組んでまいります。 

 国定公園指定を契機として地域の知名度が向上

し、多くの皆様に「厚岸霧多布昆布森国定公園」の

魅力に触れていただくことで、周辺地域や道東全体

の更なる活性化に繋がることを期待しています。 

 

 

スクラムトーク（釧路管内８市町村） 

（令和３年１２月１７日） 

 

 

本日、厚岸町において、釧路市、釧路町、厚岸町、

浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町の市町

村長、副町長の皆様にお集まりいただき、ポストコ

ロナを見据えた地域活性化について意見交換をしま

した。 

 今回、釧路管内の首長の皆様からお話を伺い、地

域の課題や未来に向けた展望を共有させていただ

き、大変有意義なものとなりました。今後も、各市

町村の皆様をはじめ、関係団体の皆様とも連携を深

めながら、地域の活性化を進めてまいります。 

 

※スクラムトーク：市町村長の皆さまや地域の活性

化に取り組んでいる方々と意見交換し、道政に活か

していく取組です。 

 

 

 

ごはんのおともグランプリ２０２１『我が家のラクうま！北海道ごはん』発表会 

（令和３年１２月２０日） 

 

 

 

本日、ごはんのおともグランプリ２０２１『我が

家のラクうま！北海道ごはん』の発表会に出席しま

した。 

 ごはんのおともグランプリは、北海道米の各ご家

庭での消費拡大に向けて、「簡単につくれて、ごはん

がすすむ、道産食材を使用した」オススメレシピを

募集し、応募総数１００件以上の中から、「おかず部



 

 

門」、「どんぶり部門」、「アラカルト部門」の３部門

それぞれでグランプリを決定しました。 

 国内有数の「米どころ」である北海道のお米は、

ごはんだけでも美味しくいただけますが、今回の「お

とも」レシピによってさらに美味しく、たくさん食

べていただけることを期待しています。 

 また、道では現在、「今こそ食べよう！北海道」キ

ャンペーンを展開しています。お買い物の際、産地

を見ていただき、是非、北海道産のものを選んでい

ただけますと、北海道の強みである「食」、そして「生

産者」の方々を支えることにつながります。 

 「今こそ食べよう北海道！」、「今こそ食べよう北

海道米！」を合い言葉に、北海道の食を一緒に応援

していきましょう。 

※ごはんのおともグランプリのレシピはこちら↓ 

https://gohan-no-otomo-gp.jp 

 

 

北海道子どもの未来づくり審議会（子ども部会）からの提言 

（令和３年１２月２１日） 

 

本年７月に、北海道子どもの未来づくり審議会の

子ども部会が開催され、１７名の中・高校生の皆さ

んに「新型コロナウイルス感染症の収束が見通せな

い中にあっても、私たちが未来に希望を持って生活

するために必要なこと」というテーマのもと、２日

間にわたって協議していただきました。 

 本日、子ども部会の皆さんから、コロナ禍での生

活において不安軽減のための情報発信や、偏見、差

別をしないことの重要性について、提言いただきま

した。 

 北海道の未来を担っていく子どもたちが、地域や

友人とのつながりを大切にし、自分たちのできるこ

とを考えていくという姿勢は大変頼もしく、子ども

部会の皆さんからいただいたご提案は、今後の施策

検討の参考にさせていただきたいと思います。 

 

 

空手全国大会に係る入賞報告 

（令和３年１２月２１日） 

 

本日、空手の全国大会で見事入賞を果たされた、

道内の小学生から大学生までの８名の選手の皆さん

が来庁されました。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、十分な

環境で稽古ができない中での入賞は、技の練磨だけ

でなく、精神力の強さも大きいものであったと思い

ます。 

 武道やスポーツについても感染対策を徹底した上



 

で、大会が開催される状況となってきており、心・

技・体の充実に努め、さらなる高みを目指して精進

し、北海道を代表する選手になっていただきたいと

思います。 

 これからも、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。 

 

 

北海道データセンターセミナー 

（令和３年１２月２２日） 

 
 

 

本日、東京都内において、慶應義塾大学教授で北

海道顧問の村井純様をはじめ、関係者の皆様にご出

席いただき、北海道での再エネを活用したデータセ

ンター事業の展開や、データセンターの集積地に向

けた今後の可能性などについて紹介をする「北海道

データセンターセミナー」を開催しました。 

 国内外において、グリーンとデジタルを一体的に

推進する動きが加速する中、国によるデータセンタ

ーの地方への拠点分散の動きが活発化しています。 

 北海道は、ゼロカーボンに資する冷涼な気候や豊

富な再生可能エネルギーがあることに加え、首都圏

との同時災害リスクの低さ、東アジアにおける欧米

との地理的近接性といった面において、データセン

ターに最適なフィールドです。 

 セミナーでは、私からデータセンターの実現にあ

たり、本道の優位性についてご説明させていただき

ましたが、この北海道において、国内最大の次世代

データセンターの実現を目指していただきたいと思

います。 

 企業の皆様のデータセンターの立地計画に対し、

北海道庁ではきめ細やかにオールワンストップでご

支援させていただきますので、データ事業をご検討

中の方におかれましては、是非、お問い合わせいた

だきますようお願いいたします。 

 

 

国の施策及び予算に関する意見交換 

（令和３年１２月２３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」推進本部合同会議及び公明党北

海道開発振興委員会に出席し、令和４年度の国の施

策及び予算に関する意見交換を行いました。 

 来年度の北海道開発予算として確保いただいた

５，７０２億円については、激甚化・頻発化する自

然災害に対する国土強靱化の推進をはじめ、道路、

港湾、空港などの交通・物流ネットワークの整備、

農林水産業の生産基盤強化のほか、ウポポイを通じ



 

 

 

 

たアイヌ文化の復興・発展など、これまで要望して

きた事項が反映されたものであり、市町村や関係団

体と一体となって取り組んでまいります。 

 ゼロカーボン北海道については、省庁連携の下、

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の創設や、再生

可能エネルギーの導入拡大など、幅広い予算を確保

いただきました。 

 道としては、「ゼロカーボン北海道」の実現に向け、

畜産バイオマスなど地域の特色ある再エネの導入促

進や、地域の脱炭素化の推進、森林吸収源対策など

積極的に取り組み、国のカーボンニュートラルの目

標達成に貢献したいと考えています。 

 新型コロナウイルス感染症については、オミクロ

ン株への対応も含め警戒を続けていくとともに、次

の感染拡大にも備えながら、ポストコロナにおける

将来を見据えた北海道づくり、さらには国土強靱化

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８８回本部会議及び定例記者会見 

（令和３年１２月２４日） 

 
 

 
 

 

本日の全道の新規感染者数は１２人と、２桁の確

認が続いており、医療施設等での集団感染が数を押

し上げる一方で、会食の場面での感染事例も見られ

る状況です。 

 こうした中、国内でオミクロン株の市中での感染

事例も確認され、国の専門家からも、今後、感染拡

大が急速に進むことを想定すべき状況との懸念が示

されています。 

 道においては、引き続き、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ない患者の方に

ついて、原則、すべての検体のデルタ株スクリーニ

ング検査及びゲノム解析を実施しています。なお、

１１月１日から１２月２３日までに、２９７件のゲ

ノム解析を行っており、オミクロン株は確認されて

いません。 

 今後、道内において、オミクロン株の感染やその

疑いのある事例が確認された場合には、入院してい

ただき、濃厚接触者となった方については、原則、

宿泊療養施設で滞在をしていただく取扱としていま

すので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 また、今週２０日から、デジタル庁が提供する接

種証明書アプリの運用が開始されました。マイナン

バーカードをお持ちの方は、簡単に利用が可能とな

りますので、今後の「ワクチン・検査パッケージ」

の実施も想定し、活用いただきたいと思います。 

 このパッケージを活用する際の、ワクチン接種を



受けられない方に対する予約不要の無料検査を、来

週にも開始できるよう調整しており、早期に全道で

無料検査を受けられるよう、準備を進めてまいりま

す。 

 さらに、経口薬については、本日とも言われる国

の薬事承認後、対応薬局に対して、国から直接配送

されることとなります。国と連携しながら、道とし

て取扱い可能な薬局を取りまとめてまいります。 

 これから冬休みに入り、会食、帰省や旅行を予定

されている方もいらっしゃると思いますが、普段会

わない人と会う機会やマスクを外す飲食の場面は、

どうしても感染リスクが高くなります。発熱や咳な

どに加え、いつもと体調が違うと感じたら、外出や

移動を控え、積極的に検査を受けていただくようお

願いします。 

 また、会食の際には、認証店等を選んでいただき、

大人数、長時間の飲食を控え、会話の時はマスクを

着用するなど、お一人おひとりが、感染防止行動を

実践いただくよう、引き続きご協力をお願いします。 

 

 

株式会社北洋銀行より「牛乳贈答券」目録を受領 

（令和３年１２月２７日） 

 

 

 

本日、株式会社北洋銀行様から、全道の児童養護

施設での活用を目的として、「牛乳贈答券」をいただ

きました。 

 今回のご支援は、ほっかいどう応援団会議の参加

企業である北洋銀行様、ホクレン様の連携により実

現したもので、このような形で牛乳の消費拡大にご

協力いただき、改めて感謝を申し上げます。 

 各乳業メーカーでは、保存性の高いチーズやバタ

ーなどを最大限に加工していると伺っていますが、

年末年始で学校給食の休止など、飲用牛乳の需要が

落ち込むことから、生産された生乳への影響が懸念

されています。 

 道としても、牛乳・乳製品の消費拡大に努めてお

り、行事での周知のほか、ホームページ、ＳＮＳな

どあらゆる場面で呼び掛けを行っております。 

 牛乳は、酪農家の皆さんが丹精込めて生産したも

のです。ぜひ、消費拡大に向け、みんなで「ほっか

いどうを応援する」、「ほっかいどうを盛り上げる」

取組にご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

 

北海道産もち米で作った「鏡もち」の贈呈 

（令和３年１２月２７日） 

 

 

本日、北海道もち米団地農協連絡協議会の東野秀

樹会長と、北海道米アンバサダーの小渕美慧さんに



 

 

 

お越しいただき、道産のもち米で作った「鏡もち」

をいただきました。 

 本道は、先人の皆様の努力の積み重ねにより、食

味・生産量・知名度すべてにおいて、我が国有数の

米どころであり、特にもち米は生産量断トツの日本

一です。 

 こうした高い生産力は、もち米生産の「団地化」

を進めてきたことが大きな基盤になっており、毎年

この時期に素晴らしい「鏡もち」を贈呈いただいて

いることに、改めて感謝を申し上げます。 

 鏡もちは、道庁の１階ロビーに飾っておりますの

で、来庁の際にはぜひ、ご覧ください。 

 道では、道内のコンビニ・スーパーなどの皆様と

ともに北海道米プロモーションを展開しており、「お

赤飯の日（１１月２３日）」など生産者の皆様と連携

しながら、もち米を含めた北海道米のＰＲに積極的

に取り組んでいます。 

 また、現在、コロナ禍により影響を受けた生産者

の方々や、飲食店の皆様を応援する「今こそ食べよ

う！北海道」キャンペーンを展開しているところで

あり、年末年始はぜひ多くの方々に、道産のもちを

食べて英気を養っていただくことを期待していま

す。 

 

 

記者会見 

（令和３年１２月２８日） 

 

 

 

本日、記者会見を開催し、年末年始に向けて、道

民の皆様へメッセージをお伝えしました。 

 新型コロナウイルス感染症について、本日の新規

感染者数は２０人と、２桁の感染確認が続いており、

１０万人当たりは２．７人となりました。現在、全

国各地でオミクロン株の市中感染が確認されてお

り、道内ではまだ確認されていませんが、いつ確認

されてもおかしくない状況です。 

 特に年末年始は、離れて暮らす家族や親戚、友人

など、普段会わない方と交流する機会も増加し、お

家に集まる機会もあると思いますが、飲食の場面は

どうしても感染リスクが高まるため、「短時間、深酒

をしない、会話の時はマスクを着用する」など、お

一人おひとりが、感染防止行動の実践を心がけてい

ただくようお願いいたします。 

 また、年末年始は混雑する場所も多くなることか

ら、外出の際は、混雑している場所をできるだけ避

けていただき、いつもと体調が違うと感じるときは、

外出や移動を控え、積極的に検査を受けていただく

ようご協力をお願いいたします。 

 オミクロン株の市中感染が確認されている都府県



やその隣接県において、無料検査も実施されていま

すので、そうした地域の方で感染に不安を感じる方

は、是非、無料検査を受けて来道いただくようお願

いいたします。 

 例年、年末年始は多くの医療機関が休診となりま

すが、明日２９日から１月３日までの間、全道で４

３０以上の医療機関において、発熱の際の診察にご

協力をいただけることとなりました。 

 症状がある場合は、直接医療機関へ行かず、まず

は、かかりつけ医や、道の「健康相談センター」に

お電話ください。センターは年末年始も２４時間フ

リーダイヤル（０１２０－５０１－５０７）で対応

しています。 

 先日、新たな治療として期待される飲み薬、「モル

ヌピラビル」が国から承認されました。この治療薬

の発注が行われている道内の医療機関や薬局に対

し、早いところでは本日２８日から配置され、医師

の処方により患者に投与できる体制が整う予定で

す。現在、道内の５２カ所の医療機関等からの発注

を確認しており、順次、配置場所は拡大されていき

ます。 

 また、「ワクチン・検査パッケージ制度」等を活用

する場合の無料検査については、昨日２７日に、道

内１０事業所を登録しました。 

 オミクロン株の市中感染が確認された場合、感染

に不安のある方に対する無料検査を実施している県

もあり、道としても、今後の動きを注視しながら、

検査事業所の登録を積極的に進めてまいります。 

 現在の新規感染者数は、比較的低い水準で推移し

ており、道民の皆様、事業者の方々、医療関係者や

市町村の皆様をはじめ、感染拡大防止の取組にご協

力いただいたすべての皆様に対し、厚くお礼を申し

上げます。 

新しい年が道民の皆様にとって良い年となりますよ

う、来年も力を尽くしてまいります。 

 

 

庁議 

（令和３年１２月２８日） 

 

 

 

仕事納めの本日、令和３年最後の庁議を開催しま

した。 

 まず、「第２期北海道創生総合戦略」の改訂及びそ

の地域戦略となる「連携地域別政策展開方針」につ

いて協議しました。 

 本道の人口減少は依然厳しい状況にある一方で、

コロナ禍において多様な働き方が拡大し、地方への

関心が高まるとともに、ゼロカーボンといった新た

な動きも見られます。 



 

 

 

 

 

 

 こうした人々の意識や行動の変化を、道外から人

を呼び込む取組につなげ、ポストコロナを見据えな

がら人口減少対策を進めていくことが必要です。 

 道民の皆様が安心して暮らし続けられる地域づく

りと、移住・交流・関係人口の拡大にこれまで以上

にしっかりと取り組んでまいります。 

 また、「北海道グローバル戦略」の見直しについて

も協議しました。 

 感染症の影響により、依然、海外との本格的な交

流再開時期が不透明な状況が続いています。 

 一方、本道の持続的な発展に向けては、ポストコ

ロナも見据え、アジアをはじめとする、海外の成長

力を積極的に取り込んでいくことが重要です。 

 グローバル戦略の改訂の趣旨も踏まえ、食や観光

をはじめ、ターゲットとなる国や地域の重点化や明

確化を図り、海外との交流を戦略的に展開してまい

ります。 

 そして、年末年始における危機管理体制について、

引き続き、新型コロナウイルス感染症への対応に万

全の体制で臨むとともに、暴風雪や地震など、災害

や危機事案の発生に備えて、迅速な応急対策を行え

るよう徹底をいたします。 

 

 


