
集中対策期間
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なぜ設定したのか１

①これまでしてきた 感染を広げないための 取組を
もう一度 確かめる
（新北海道スタイルを 実際にするなど）

②必要な対策を もう一度してみる

新北海道スタイル 集中対策期間①

〇日本全体で、感染症が また広がった。
〇これから 夏休みや お盆が始まると、人の動き

が さらに多くなる。

この時期に、北海道のみなさん、事業者のみなさんに お願いしたいこと
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新北海道スタイル 集中対策期間②

①お客さんへの 対応もする 飲食店を 運営している人への 働きかけ

②お客さんへの 対応もする 飲食店ではないお店を 運営している人

への 働きかけ

③宿泊業、交通関係の 事業を 運営している人への 働きかけ

④感染を 広げないための 解説動画を作ったり、ワークショップを開く

簡単なまとめ２

■集中対策は ４つのやり方で 取組をする。
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新北海道スタイル 集中対策期間③

ステッカー

➢ まずは、すすきの地区でする（訪問する数：500軒ぐらい）

➢ これからの 感染の広がり方を 見て、他の地域でも するかどうか 考える

・お店・ビルごとの 具体的な例を 宣伝する

３ やり方①お客さんへの 対応もする 飲食店への 働きかけ

・感染を 広げないための 取組を 実際にすること

・実際に 取組をする 施設の名前などを 発表する

・実際に 取組をする 事業者に、 ステッカーなどを

配る

■良い例を見つけて・紹介する
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新北海道スタイル 集中対策期間④

・商工会議所、商工会と 力を合わせてする

【ポスター】

■それぞれの店に 訪問して 働きかける

➢ 訪問する数：8,000軒以上。
＊期間は 8～10月までの 3ヶ月間

■その他の 働きかけ

➢ 休業を お願いして 支援金をあげた 事業者

（今日の時点で 約26,000事業者）に ス

テッカーなどを 配って、これまでの 取組を

またしてもらうように お願いする

３ やり方②お客さんへの 対応もする 飲食店への 働きかけ
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＊第二弾の 支援金を もらうには、新北海道スタイルを

実際にすることが 必要です
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新北海道スタイル 集中対策期間⑤

■空港、駅、バス・フェリーターミナル

への 働きかけ

・ポスターやチラシを使う
【ＪＲ札幌駅】

やり方③宿泊業、交通関係の事業を 運営している人への 働きかけ３

【札幌市にあるホテル】➢ 事業者は 「新北海道スタイル」な

どを 実際にする。旅行をする人

や 北海道に来る人にも 実際に

してもらうように 呼びかける
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新北海道スタイル 集中対策期間⑥

３

（株式会社 吉本興業と
コラボレーション）

やり方④解説動画を 作ったり、ワークショップを開く

■飲食店向けの 解説動画の 公開

・感染症の情報や それぞれの仕事の やり方に

合わせた 一番新しい例を 動画で公開します。

・飲食店で使える イラストをあげます。
働いている人の 健康を

しっかり 管理しています。
アルコール消毒を してく
ださい。

ソーシャルディスタンスを

守ってください！

■エンターテインメントの 産業に向けて 本番と同じよ

うな ライブを開いたり、動画を 配信する
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北海道のみなさまへの お願い

集団での 感染が 増えているので、一人一人の行動が 何よりも 大切です。

最近の 飲食店などでは・・・１

一緒に食事をしたり 飲み会をする時は、「新北海道
スタイル」

「２」をする

感染症から 身を守るために２

新北海道スタイルを

実際にする

大声を 出さない
北海道で 使われている コロナを

知らせるシステム、感染者に 会っ

たことを 確認するアプリ

（COCOA）を 使う
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一緒に食事をしたり 飲み会をする時は「新北海道スタイル」 「２」

新北海道スタイル
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