
全国で 新型コロナの 感染が 広がってきています。北海道の中でも また感染が 広がる

かも しれないので、集中対策期間を １か月延ばして、北海道全体の 対策を 進めます。

特に、感染している人の数や 入院している人の数が 多い 札幌市には 強い措置をします。

これまで、北海道のみなさんや 事業者のみなさんには 大変な思いを させていると 思い

ます。しかし、2月15日までの 集中対策期間の中で 感染を 広げないために 協力を 続け

てください。お願いします。

対象地域との不要不急の

対策のポイント ＜1/16(土)～2/15(月)＞

集中対策期間について 北海道からの お願い

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

・札幌市内と 小樽市内で 急ぎの用事が ないときに 外に出かけたり、行ったり来たりしない

・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

・一緒に 住んでいない人との 飲食は できるだけ 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

■営業時間を 短くするお願いに 沿って 行動を変える

・ 夜22:00から 次の日の 朝5:00までは、札幌市にある、接客もする飲食店（風営法 第２条

第１項 第１号に 当てはまる 営業をするお店）には 行かないでください

・ 夜22:00から 次の日の 朝5:00までは、カラオケや 食堂などを含む 飲食店には 行かな

いでください。対象になる地域は、札幌市中央区のうち、南３条から 南８条まで、西２丁目から

西６丁目までの 区域・狸小路１丁目から 狸小路７丁目までの 狸小路に 面している区域

です。

事業者の みなさんへの お願い

■ 札幌市内の 全ての地域にある、接客もする飲食店（風営法 第２条 第１項 第１号に 当てはまる 営業をする

お店）は、営業時間を 朝５:00から 夜22:00までに してください

■カラオケや 食堂などを含む 飲食店は 営業時間を 朝5:00から 夜22:00までに してください。

対象になる地域は、札幌市中央区のうち、南３条から 南８条まで、西２丁目から 西６丁目までの 区域・

狸小路１丁目から 狸小路７丁目までの 狸小路に 面している区域です。

■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
など
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