
目 標

〔札幌市内〕 協力のお願い

北海道の警戒ステージ３と同じか（国のステージⅡ）以下

い つ

考え方

〔北海道すべての地域〕 ゴールデンウィークについて協力のお願い

「特措法第24条第9項」の 協力を お願いします

【北海道に住む皆様、北海道内にいる皆様へ お願い】

◆うつる危険を 避けることが 出来ないときは、

・札幌市の人は 必要なとき以外 外へ出かけない、他の市や町、村へ行かない

・北海道内の人は 札幌市に 必要なとき以外 行かない

（※札幌市の新しい感染者数２９３人/週以下、病床数１１０床以下を目安に、期間中に取り消すかどうか考えます）

札幌市内でうつる人を しっかりと少なくし、北海道内すべての地域へ広げないために、

北海道の警戒ステージ４と 同じ 強い対策を おこないます

2021年４月１７日(土)から５月１４日(金)まで

ゴールデンウィークは、他の場所へ行くことや、集まって 飲んだり 食べたりすることが いつもより 多くなります。日本中でうつ

る人が増えています。うつることが もう一度 広がるのを 防ぐために、 特に次の行動を しっかり行いましょう。

他の場所へ行くとき

・①「外へ出かける」・②「飲んだり食べたりする」・③「しごとをする場所」で うつらない行動をする。

・たくさんの人数で 飲んだり食べたりする集まりが あるときは、旅行をしないことや、先に延ばすこと

を 考える。

花見をするとき

・人が たくさんいる場所には 行かない。飲んだり 食べたりする集まりを しない。
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札幌市内 での ゴールデンウィークの 特別な 対策（追加）

２０２１年５月５日(水)～５月１１日(火)までい つ

病院などが限界です。人と会うことを 今までよりもっと
少なくして、必要なとき以外 出かけないでください。

考え方

【北海道に住む人と 北海道にいる人へ お願い】

◆札幌市の人は、必要なとき以外 外へ出かけない。他の市、町、

村へ行かない。

■札幌市の他の市、町、村に住む人は、必要なとき以外 札幌へ

行かない。

※「必要なとき」とは、病院へ行くこと、食べもの・薬・生活に必要な 買い物、必要な

仕事へ 行くこと、外での運動や 散歩など、生活や健康のために 必要なことをする

とき。

■札幌市に いるときは、一緒に 住んでいない人と 飲んだり

食べたりしない。
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○お酒を出す時間は、午前11時から午後7時まで

○お店を開ける時間は、午前５時から午後8時まで

○｢業種別ガイドライン｣などを しっかりと 守ってください

※お願いに 協力した事業者（店など）には、支援金を 支給します

（調整しています）

飲食店・カラオケ店・料理店・食堂など

２０２１年５月６日(木) ～ ５月１１日(火)まで

札幌市内での ゴールデンウィークの 特別な 対策

【飲食店（食べたり 飲んだりできる店）への お願い】

■札幌市にある すべての飲食店のみなさん、店を開ける時間を 短くしてください

札幌市内 すべての地域

お願い
すること

いつ

場所

どの店

■５月１１日（火）まで、北海道に住んでいる人や 北海道にいる人は、札幌市内にある

飲食店などに 午後8時から午前５時まで行かないでください

【まん延防止等重点措置の区域になったとき】

◆中小企業：１日の売上げで 金額が 変わります 30,000円～100,000円

◆大 企 業：１日の売り上げ金が 少ないとき 最大200,000円

さっぽろしない とくべつ たいさく

いんしょくてん た の みせ ねが

さっぽろし いんしょくてん みせ あ じかん みじか

さっぽろしない ちいき

いんしょくてん てん りょうりてん しょくどう

ばしょ

みせ

ねが

さけ だ じかん ごぜん じ ごご じ

みせ あ じかん ごぜん じ ごご じ

ぎょうしゅべつ まも

ねが きょうりょく じぎょうしゃ みせ しえんきん しきゅう

ちゅうしょうきぎょう にち うりあ きんがく か えん えん

だいきぎょう にち うりあ きんが すく さいだい えん

がつ にち か ほっかいどう す ひと ほっかいどう ひと さっぽろしない

いんしょくてん ごご じ ごぜん じ い

ねん がつ にち か がつ にち か



【会社や お店を 経営している人へ お願い】

■経済団体と協力して、テレワークをしたり、時間をずらして仕事へ行くなど、今までより

さらにしっかりと行う（目標：札幌市で７０％）

■休憩・食事をする場所など、仕事場の中で うつる危険が ある場所を もう一度 点検することを

お願いする

■人が たくさん集まる 大きな建物やイベントでは、マスクをして、手を消毒することを お願いし、

ショッピングセンターやデパートで 人がたくさん集まるお知らせをしないなど、うつらないように

しっかり対策する

◆カラオケのある飲食店では、昼でも夜でも、「うつらない・ひろげない」ようにできないときは、カラ

オケをしない

◆観光のための建物の電気や、店がたくさんある場所で 看板の電気などは、午後８時を過ぎたら消す。

【学校への お願い】

■衛生管理マニュアル（R3.4.28）を読んで、学校の活動、学生だけが住む建物で 「うつらない・

ひろげない」対策をしっかりと行う

■部活は、休みにするようお願いします（学校が必要とする場合※は行う ）

※しっかりと うつらない・ひろげない対策をしている大会やコンクールなどへの参加・その大会の練習など、

学校が必要としたとき

■大学、専門学校では オンライン授業をしたり、クラスを分けて 授業をするなど、

たくさん人が 集まらないようにする

【北海道・札幌市では】

◆札幌市にある北海道・札幌市の公立の建物は、休みになります

◆公園、川の周りの場所で「うつらない・ひろがらない」行動をするように注意し、見回ります。
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