
年末年始における集中対策期間について
＜ポイント＞

＜主な対策＞

（12月25日まで）

■感染する 危険性を さけることが できない場合

・札幌市内、旭川市内では、急ぎの用事が ないときは あまり 外に

出かけないで ください。
・「行動に制限をしている 都府県」とは 急ぎの用事が ないときは

行ったり 来たり しないでください。

（1月15日まで）

■症状が 重く なりやすい人と 会う人や、 症状が 重く なりやすい人は、

マスクを つける、手を 洗うなど、感染する 危険性を さける

行動を さらに しっかり してください。

■年末年始の 仕事の あいさつは オンラインで してください。

人に 会うことによる 感染の 危険性を さける行動を する

（12月25日まで）

■すすきの地区（※）の お酒を出す飲食店 には夜10時から次の朝5時まで
あまり 行かないで ください。
（※）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する区域

（1月15日まで）

■自分の家を 含めて、 飲食の場面では ５人以上や ２時間を超える 長い時間の

飲食を しないで ください。(一緒に 住んでいる 人だけで 飲食をする 場合は 除きます。)

飲食の 場面では 感染する 危険性を さける行動を する

・ものを食べたり 飲んだりする ときは 感染する 危険性を さける行動を

してください。（食べる 前に 手を あらう。大きい 声で 話さない。 など）

・症状が 重く なりやすい人や、 症状が 重く なりやすい人と 会う人は

感染する 危険性を さける行動を さらにしっかり してください。

（マスクを つける。 手を あらう。など）

・札幌市内、 旭川市内 では、 急ぎの 用事が ないときに あまり 外に

出かけないで ください。
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北海道の みなさんは、新北海道スタイルを しっかり続ける

事業者の みなさんは、７つのポイントプラス１を しっかり続ける

感染を防ぐ 対策として、

と

を

道庁 コロナ

検索

■北海道 新型コロナウイルス感染症 健康相談センター

0800-222-0018（フリーコール）

※多言語対応は していません。

※※札幌市・旭川市・函館市・小樽市に 住んでいる人は、それぞれの町の

保健所に 電話してください。
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