
集中対策期間について 北海道からの お願い

◎北海道の 全ての 地域への お願い

◎地域を 限定した お願い 期間：2021年2月16日（火）～2021年2月28日（日）

期間：日本で 緊急事態宣言が 出ている間

▶対策のポイント

目標：新しく 感染した人の 数が 10万人あたり 15人／週より 少なくなるようにする

北海道で 新しく 感染した人の数と 入院している人の数が 減ってきています。一方で、

日本では 緊急事態宣言が 出されて、今も 厳しい 感染状況が 続いています。

これから、仕事に就く・仕事をする 場所が 変わる、学校を 卒業する・学校に 入学すること

で、人の移動や たくさんの人と 集まって 食事を することが 増えて、感染が また 広

がるかも しれません。それに備えて、安心して ワクチン接種を 受けられるように、さら

に 感染を しっかり抑えて、治療をしている 人達の 負担を 減らすことが 必要です。そこ

で、感染する 危険性が 高い 飲食での 対策をして、札幌市内での 感染を しっかり

防ぎます。そして、北海道で また 感染が 広がらないように するため、札幌市では 強

い措置をします。また、緊急事態宣言が 出ている間は、北海道の 全ての地域で、これま

での 措置を 続けます。

北海道のみなさん、事業者のみなさんには、これからも 対策への 協力を お願いします。

＜北海道のみなさんと 北海道にいる みなさんへの お願い＞

• 札幌市内と 小樽市内で 急ぎの用事が ないときに 外に 出かけない

• 急ぎの用事が ないときに 札幌市と 小樽市を 行ったり来たりしない

◼ 感染する 危険性を 避けられない場合

＜札幌市の 事業者の みなさんへの お願い＞

・札幌にある 飲食店などについて、

お店の 営業時間を 朝5:00から 夜22:00までにする

・※営業時間を 短くすることについて。これは 期間中でも、新しく 感染した人の数（週合計）の 一番最近の ７日間

の 平均が、10万人あたり 15人より 少なくなるなど、感染した人の数が さらに 少なくなった場合、治療をしている

人達に かかっている 負担の 状況を 見て、やめるかどうか 考えます。

＜北海道のみなさんと 北海道にいる みなさんへの お願い＞

◼ 急ぎの用事が ないときに、緊急事態宣言の 対象になっている 地域を 行ったり来たりしない

◼ 感染する危険性を 避けられない場合

・急ぎの用事が ないときに、行動の制限を お願いしている 都府県を 行ったり来たりしない

◼ 感染する危険性を 避ける 行動を しっかりする

・できるだけ 一緒に 住んでいない人と 飲食を しないようにする

・症状が 重くなる 危険性の高い人と 会う人達は、マスクを つけたり、手を洗うなど、

感染する 危険性を 避ける 行動を さらにしっかりする など

＜事業者の みなさんへの お願い＞

・業種別ガイドラインなど、感染を 広げないための 対策を もう一度 確認したり、しっかりする

・今までよりも テレワークを 増やしたり、時間を ずらして 出勤することを 増やす など
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