
○東京など 感染が 広がっ
ている地域を 行き来する

これまでに 感染した例で 見られた 主な行動や 場所

○お客さんへの 対応もする 飲食店
などを使う

○飲み会や ライブなどへの 参加

○家の中や 車の中

かんせん れい み おも こうどう ばしょ

きゃく たいおう いんしょくてん

つか

の かい さんか

いえ なか くるま なか

とうきょう かんせん ひろ

ちいき い き



○地域によっては、お年寄りの方が 多く、

医療を 提供する 体制が 整っていない

特に、離れた島は 厳しい状況

この時期に 新しく行動を 変えましょう

○若い世代を 中心に
感染が 広がっている

○お盆で たくさんの人が
行き来するようになり、

感染リスクが 増える

じき あたら こうどう か

わか せだい ちゅうしん

かんせん ひろ

ぼん ひと

い き

かんせん ふ

ちいき とし よ かた おお

いりょう ていきょう たいせい ととの

とく はな しま きび じょうきょう



「体調が悪い時」 には、出かけない

北海道のみなさんと 北海道に来る みなさまへ①
ほっかいどう ほっかいどう く

たいちょう わる とき で



自分の 生まれた町に 帰る、旅行、集会をする時は

○ 感染リスクについて、事前に みんなで話し合う

おじいちゃん と

会うときは 少し

離れて マスクね

難しいときは

オンラインで

帰省かな

○ 感染リスクを 防ぐことが しっかりできない 場合

は 控える

北海道のみなさんと 北海道に来る みなさまへ②

密は 避け
られる？

ほっかいどう ほっかいどう く

じぶん う まち かえ りょこう しゅうかい とき

かんせん じぜん はな あ

あ

はな

すこ

ひか

みつ さ

むずか

きせい

かんせん ふせ ばあい



リスクが高い 状況の例

距離が 取れない
場所での 飲み会

マスクを 外した会話
（特に 食事中）

空気を あまり入れ換えない

部屋で 長い時間 話すこと

お年寄りの人や 今までに 症状が

出ていた人と 会う場合は 特に注意

たか じょうきょう れい

きょり と

ばしょ の かい

はず かいわ

とく しょくじちゅう

くうき い か

へや なが じかん はな

としよ ひと いま しょうじょう

で ひと あ ばあい とく ちゅうい



○お年寄りの方や 今までに 症状が出

ていた人に 会う時は、健康状態に 十分

気をつけてください

特に 若い世代の みなさんへ

○ 「自分も 感染しているかも」

という考えを 持ってください

○みんなが 集まるときは、マスクをつける
～食事は 静かに楽しんで、

その後の 会話は マスクをつける～

とく わか せだい

じぶん かんせん

かんが も

あつ

しょくじ しず たの

ご かいわ

とし よ かた いま しょうじょう で

あ とき けんこう じょうたいひと じゅうぶん

き



事業者の みなさんへ

○ 今こそ、「７つのポイントプラス１」を しっかり
しましょう

○ 大声を 出さない 静かな 環境
づくり

北海道コロナ通知

システムを活用します

マスクをつけて、手洗いも
こまめに します

健康状態をしっか
り確認します
健康状態を しっ

かり 確認します

こまめに 部屋の 空気

を 入れ替えます

物を 消毒したり、何度

も 洗います

一定の 距離を

とっています

お客さんには 他の人に せき

を かけないように 気をつけて

もらったり、手洗いを お願いし

ています

北海道 コロナ通知シ

ステムを 使います
取組を

お知らせします

しん ほっかいどう

～のんびりとした 空間を～

じぎょうしゃ

いま

つか

てあら けんこうじょうたい

かくにん

へや くうき

い か

もの しょうどく なんど

あら

いってい きょり
きゃく ほか ひと

き

てあら ねが

とりくみ

し

ほっかいどう つうち

おおごえ だ しず かんきょう

くうかん


