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する内容

■ 感染を しっかりと防ぐ

■ 「北海道 ソーシャルディスタンシング」を 広く知ってもらう

■ スーパーマーケット、公園などで 感染を広げないように お願いする（協力してもらう）

「新しい 生活様式」を 実際にしてみる

北海道の 全ての地域

2020年５月２５日（月）から 2020年５月３１日（日）まで

「新型コロナウイルス感染症」を

広げないようにするための 「北海道」での取組

・緊急事態宣言の 解除を受けて、これまでしてきた 緊急事態措置を解除。

・今も 感染者が 確認されているので、続けて、感染症を 広げないための 取組

を 進めます。そして、「３つの密」を しっかりと避けて、感染を防ぐ「新しい生活

様式」を していくなど「新北海道スタイル」を 作っていきます。

感染症を 広げないための 取組

■ あまり 家の外に 出ないように お願いすることなど

■ 施設を使わない・イベントを 開かないように お願いする（協力してもらう）
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新北海道スタイル
新型コロナウイルスとの戦いが 長くなっています。

私たちは、国が示した「新しい生活様式」を 北海道の中で 実際

にするために、ライフスタイル、ビジネススタイルを 変えなけれ

ば いけません。

北海道に関わる すべてのみなさんの 知恵を集め、取組を 見え

るようにして、北海道のみなさんと 事業者が 協力しながら、北海道

全体で 感染リスクを減らす、そして、事業を 続けたり、ビジネ

スチャンスを 広げていく。

それが「新北海道スタイル」です。

北海道のみなさんの 心を一つに、コロナと 暮らしていく

新たなステージの 北海道を 目指しましょう。

北海道知事 鈴木 直道
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１．スタッフに マスクを着けてもらったり、こまめに 手を洗ってもらいましょう｡

２．スタッフの 健康管理を しっかりしましょう｡

３．施設の中の 空気を こまめに 入れ換えましょう｡

４．設備、器具などを 繰り返し 消毒したり、洗ったりしましょう｡

５．人と人が 接触する機会を 減らしましょう

・ ２ｍ程度の 距離を保つ

・ 間仕切りを 使ったり、中に入れる人の 数を決めたり、空いている席を 確保する

６．お客さんにも 他の人に せきを かけないようにしたり、手を洗うように 呼びかけましょう｡

７．お店の取組を お客さんに 積極的に お知らせしましょう｡

事業者のみなさんに 取り組んでもらいたい

７つのポイント

「新北海道スタイル」 安心宣言
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コロナと 暮らしていく「新北海道スタイル」を 創る

道民の
ライフスタイル
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北海道のみなさん、北海道の事業者が 協力して 「新北海道スタイル」を 作る
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