
北海道の 警戒ステージの 状況
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北海道だけ 「警戒ステージ３」になる

■今回、北海道だけ、国のステージⅡと

同じくらいの ステージ３になる

国 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

道 １ ２ ４ ５３

■北海道では、国の分科会の 考えである

４つの分け方を 基本に、早めに 対策を

するため ５段階の 警戒ステージを

作った
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社会経済活動に あまり大きな影響が

出ないように、感染状況によって、地域

や 仕事のやり方を 限定して、 北海道

の みなさんなどに対して 特措法を基

に、さらに協力を お願いする

「警戒ステージ３」の 基本的な 考え方

感染を これ以上 広げないようにす

るための、重要な ステージ

けいかい きほんてき かんが かた

しゃかい けいざい かつどう おお えいきょう

で かんせん じょうきょう ちいき

しごと かた げんてい ほっかいどう

たい とくそほう もと

きょうりょく ねが

かんせん いじょう ひろ
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集中対策期間

11/７(土)～11/27(金)

新型コロナウイルスの 感染を 広げ
ないための 協力を お願いします。
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集中対策期間での 施策

これ以上 感染が 広がることを
防ぐために、集中してする 施策

①特措法 第24条 第9項を 基にした

協力のお願い（札幌市内と北海道全体

に 分けて お願いする）

②北海道での 感染を 広げないための

対策を さらに強化
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１

札幌が 特に 協力を お願いしていること①

つばなどが 飛び、感染する 危険性が上がる

感染を 防ぐ

気持ちが

ゆるむ

マスクを
はずす

大声で
話す

北海道民の みなさんと 北海道にいる みなさんへ

特に、飲酒をする 場面で、感染リスクを
避ける行動を しっかりする

いつも マスクを着ける

さっぽろ とく きょうりょく ねが
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１

※1 南３条西２丁目、南３条西６丁目、南８条西２丁目、南８条西６丁目に 囲まれた 区域

※2 お酒を 出す時間を ５:00から 22:00までに している お店などは 除く

すすきの地区 では、
※1

札幌が 特に 協力を お願いしていること②

22:00から、次の日の朝
5:00まで、お酒を出す
お店など には あまり行
かないでください

※2

北海道民の みなさんと 北海道にいる みなさんへ
ほっかい どうみん ほっかいどう

さっぽろ とく きょうりょく ねが
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札幌市内の 事業者の みなさんへ２

※南３条西２丁目、南３条西６丁目、南８条西２丁目、南８条西６丁目に 囲まれた 区域

札幌が 特に 協力を お願いしていること③

すすきの地区 にある

飲食店などは、営業

時間を 短くしてくだ

さい

※

さっぽろ とく きょうりょく ねが

さっぽろ しない じぎょうしゃ

ちく

いんしょくてん えいぎょう

じかん みじか

みなみ じょうにし ちょうめみなみ じょうにし ちょうめみなみ じょうにし ちょうめみなみ じょうにし ちょうめ かこ くいき



１
「新北海道スタイル」を することを 知

らせている、お店や施設を 選んで

行ってください

北海道の みなさんと 北海道にいる みなさんへ

北海道全体への 協力の お願い①
ほっかいどう ぜんたい きょうりょく ねが

ほっかいどう ほっかいどう

しん ほっかいどう し

みせ しせつ えら

い



北海道全体への 協力の お願い②

■体調が 悪い時は、あまり

外に出ないで ください

■感染リスクを 避けるた

め、いつも マスクを 着け

たり、しっかりと 手を洗う

ほっかいどう ぜんたい きょうりょく ねが

たいちょう わる とき

て あら

そと で

かんせん さ

つ



「テレワーク」が できるように

準備を進める

「国の 接触確認アプリ（COCOA）

」や 「北海道の コロナ通知

システム」を 使う

北海道全体への 協力の お願い③

「時差出勤」を さらに 利用する

ほっかいどう ぜんたい きょうりょく ねが

じゅんび すす

じさ しゅっきん りよう

くに せっしょく かくにん
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３

「新北海道スタイル」など 感染を

防ぐ対策を さらにしっかりする

事業者の みなさんへ

北海道全体への 協力の お願い④
ほっかいどう ぜんたい きょうりょく ねが

じぎょうしゃ

しん ほっかいどう かんせん

ふせ たいさく



北海道で している 感染を防ぐための 対策を 充実させる①

相談・診療・検査をする 体制を 整える１
■熱がある 患者の 診察・検査ができる

病院などを 北海道で ６００以上 用意する

■ＰＣＲ検査をする 体制を 充実させて、

１日に ２,５５０名分の 検査が できるよ

うにする

■集団での 感染が出た時、保健所を 中心とし

て 振興局ごとに すぐ対応できるように さらに

整える

ほっかいどう かんせん ふせ たいさく じゅうじつ

そうだん しんりょう けんさ たいせい ととの
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しゅうだん かんせん で とき ほけんじょ ちゅうしん



さらに 注意を 呼びかける２

北海道で している 感染を防ぐための 対策を 充実させる②

■インフルエンザと 同じ時期に 流行する

ことに 備えた 集中的な案内

■たくさんの人が 使う場所での 案内

■若い人達に向けて ＳＮＳなどで 注意を

呼びかける メッセージを出す

■事業者から お客さんに コロナ通知システム

に 登録してもらうよう 積極的に 呼びかける

ほっかいどう かんせん ふせ たいさく じゅうじつ

ちゅうい よ

ひと つか ばしょ あんない

おな じき りゅうこう

わか ひとたち む ちゅうい

そな しゅうちゅうてき あんない

よ だ

じぎょうしゃ きゃく つうち

とうろく せっきょくてき よ


