
北海道の みなさんへの お願い

◎地域を 限定した お願い 3／27（土）～4／16（金）

北海道の みなさんの 協力によって、新しく 感染した人の数は 大きく減りました。しかし、

このあとも 感染を 抑えて、また感染が 広がらないように 防いでいくことが 必要です。

特に、人の移動や 食事をする機会が 増えるので、感染する 危険性が 高くなる時期に

備えて、安心して ワクチンの 注射を 受けられるように することが 大切です。感染を

防ぐ 行動を しっかりして、それを身に付けて、また感染を 広げないための 対策に

協力してください。
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外に 出かけないように してもらうなど、都府県で 行動の制限を お願いしている 地域や、
「まん延防止等重点措置」中の地域がある都府県（※）には 急ぎの用事が ないときは、行っ
たり来たりしないなど ※宮城県、大阪府、兵庫県、東京都、京都府、沖縄県(R3.4.12現在）

「しゃべらないで 食べる（黙食）」 など

（４人まで、短い時間で、あまりたくさん お酒を 飲まない、大きな声を 出さない、しゃべるときは マスクをつける）

業種別ガイドラインや 新北海道スタイルが できるようにする など
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■感染する 危険性を 避けられない場合
・急ぎの 用事が ないときは 札幌市内に 出かけないようにする

・急ぎの 用事が ないときに 札幌市と 他の町を 行ったり来たり しないようにする

◎北海道の 全ての地域への お願い
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特に、今年の 年度末・年度始めについて
３月から４月は、人の移動や 歓迎会や 送迎会など 人と 食事をする機会が 増える時期です。一部の人から 先に

ワクチンの 注射を 受け始めていますが、感染が また広がらないように するためにも、国からのお知らせなど 日本

全体の 取組の一つとして、年度末、年度始めの 期間は、特に 次の場面で 感染を防ぐ 行動を しっかりしてください。

入学、着任などは

卒業旅行などは

卒業式、入学式などは

歓送迎会などは

・卒業式、入学式、入社式などの 行事は、感染を しっかり 防いでください。

人と人との 距離を しっかり取るなど、感染を 防ぎながら 行事が できるように してください。

・歓迎会、送迎会、新しく 入ってきた人達との 飲み会、飲食につながる 謝恩会などは しないでください。

・引っ越しの 時期を ずらせるように、新しい仕事が 始まる日は 日程を 変えたりして、対応してください。

また、入学する日、新しい仕事が 始まる日まで 体調を 悪くしないように 気をつけてください。

・たくさんの人との 食事が 必要な場合は、卒業旅行などの 旅行を しないでください。または、

別の日に してください。できるだけ 混んでいない 平日に 行動してください。
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