
２０２０年 ４月 １７日

北海道

緊急事態宣言 とは

・政府や 地方公共団体、医療に 関係している人、専門家、事業者も

含めた 国民が 力を あわせて、自分も 感染しないように しながら、

新型コロナウイルスを 他の人に 感染させないように しっかり 気を

付けることです。そのために、基本的な 感染予防をしたり、用事が な

い時に 外に 出ないようにしたり、「三つの密」を 避けて ください。

・出かけると 罰を受ける 外出禁止の 対策や 町と町の間を 行き来

できないようにしたり、他の国で 行われている 「ロックダウン」（町

を閉じて 出入りできないように すること）とは 違います。

・食べ物や 服、生活に 必ず 必要な物を 買いすぎないように、落ち

着いて 対応して ください。
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２０２０年 ４月 １７日

北海道

北海道の 全ての 地域

「新型コロナウイルス感染症」に たくさんの人が

感染しないように、「北海道」でする 緊急事態措置

区域

期間

実際に すること

新型インフルエンザ等 対策特別措置法 第４５条「感染を 防ぐための

協力の お願い」と 第２４条「都道府県にある 対策本部長の力」により、

新型コロナウイルス感染症を 広げないために、以下の 対応をします。

２０２０年 ４月 １７日（金）～５月 ６日（水）

１．感染しないように しっかり 予防すること

２．なるべく 外に出ないように お願いすること

３．イベントを 開かないように お願いすること

４．「北海道 ソーシャル ディスタンシング」を 広く 知ってもらうこと
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緊急事態措置

しっかり 手を洗ったり、他の人に せき

が かからないように 特に 気を付けて

ください。

北海道

◆みなさんの 理解と 協力を、よろしく お願いします。

■感染しないように 予防してください

２０２０年 ４月 １７日
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緊急事態措置

・生活するために 必要な時 以外は、

外に 出ないで ください。

・急ぎの 用事がない時は 札幌市と
他の町を 行き来しないで ください。

北海道
◆みなさんの 理解と 協力を、よろしく お願いします。

■なるべく 外に 出ないで ください

２０２０年 ４月 １７日

※生活するために 必要な時 とは

・病院に 行く時や 外での 運動、散歩など 健康に 過ごすために 外に出る時

・食べ物、薬、生活に 必ず 必要な物を 買いに行く時

・会社に 行く時 など
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北海道

◆みなさんの 理解と 協力を、よろしく お願いします。

２０２０年 ４月 １７日

■時間を ずらして 仕事に 行ったり、３つの密を 避け

たり、テレワークが できるように してください

緊急事態措置

時間を ずらして 仕事に行ったり、しっかりと

３つの密（密閉、密集、密接）を 避けたり、家で

仕事を すること（テレワーク）ができるように

準備を してください。
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（専門家からの 注意）

・夜から 朝の早い時間まで 開いている バーや ナイトクラブなど、

お客さんへの おもてなしもする お店には 行かないで ください。

・カラオケや ライブハウスにも 行かないで ください。

北海道

◆みなさんの 理解と 協力を、よろしく お願いします。

２０２０年 ４月 １７日緊急事態措置
■人が たくさん 集まる 場所にある店で、お客さんに
おもてなしを しないで ください

人が たくさん 集まる 場所に

ある店で お客さんに おもてな

しを しないで ください。また、

お店にも 行かないで ください。
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緊急事態措置

北海道◆みなさんの 理解と 協力を、よろしく お願いします。

２０２０年 ４月 １７日

必要がないのに 親の 住んでいる ところに 帰っ

たり、旅行を するために

他の県を 行き来しないで ください。

特に ゴールデンウィークの間に、

行き来することは やめましょう。

■他の県を 行き来しないで ください
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緊急事態措置

北海道

◆みなさんの 理解と 協力を、よろしく お願いします。

２０２０年 ４月 １７日

■イベントを 開かないで ください

人が たくさん 集まってしまう

イベントや パーティーなどは

開かないで ください。
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緊急事態措置
■「北海道 ソーシャル ディスタンシング」を

広く 知ってもらうように します

２０２０年 ４月 １７日

人と人が 離れている状態（お互いに 手を伸ばしても 届かない 距離）に

いるようにする 取組

Keep a Safe Distance

北海道 ソーシャル ディスタンシング

きんきゅう じ たい そ ち にちがつねん
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「休業を お願いする」対象に なっている

主な 施設

（特措法 施行令 第11条）
○お酒を飲んだりして

楽しむ場所など

○文教施設等

○劇場等

○集会・展示施設

○買い物などができる

場所

集会場、公会堂、博物館、

美術館、図書館 など

生活に 必ず 必要な物を 買える

お店以外の 場所 など

キャバレー、ナイトクラブ、
ダンスホール、バー など

大学、専修学校、学習塾 など

劇場、観覧場、映画館、演芸場 など
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