令和２年５月 30 日

_City of Sapporo
報道機関各社 様
６月１日（月）より体育施設等を再開します
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い休館していた体育施設等について、６月１日
（月）より感染拡大防止に必要な対策を実施したうえで、今後の感染状況等を踏まえ、
段階的に再開していきます。
記
１

再開する施設・時期
別紙「対象施設一覧」のとおり
※体育館・プール等の屋内施設は、６月 15 日（月）より一般開放を再開予定。

２

感染拡大防止策
⑴ 感染拡大防止策として、下記の対策を実施します。
ア 定期的な換気・消毒の実施
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
⑵

手が触れる部分の消毒を徹底
受付窓口に遮蔽カーテン等の設置、待機列の表示
ロビーの机等、利用者の近接要因となる備品の一時撤去
スタッフの検温、マスク着用
利用者のマスク持参および運動時以外の着用の協力依頼
利用者名簿の作成（氏名、連絡先、体調確認等の実施）
混雑した場合に人数制限の実施
各施設の「トレーニングルーム」
「更衣室・シャワー室」
「採暖室」については引き

続き利用を休止としますが、感染拡大防止に必要な対策が整い次第、段階的に再開
していきます。
※プールなど一部施設については、更衣室は人数制限のうえ使用可能
⑶ 専用利用について、人数制限を実施するとともに、利用団体代表者に対し感染拡
大防止策を十分に講じることを条件に利用してもらうこととし、感染拡大防止策が
実施できない場合は、延期や中止を要請します。
屋外施設：200 人かつ十分な間隔
屋内施設：100 人かつ収容率 50％以下
３

施設を利用する皆様へのお願い
別紙「札幌市の体育施設を利用される皆様へ」のとおり
【問い合わせ先】
札幌市スポーツ局スポーツ部施設課
担当：髙橋、数田 211-3045

■ 対象施設一覧
施設名
1 北区体育館
2 東区体育館

再開日

住所

6月1日 北）新琴似8条2丁目
未定

東）北27条東14丁目

電話

備考

763-1522 一般開放は、6月15日から再開予定
751-5250 改修工事のため12月28日まで休館

3 白石区体育館

6月1日 白）南郷通6丁目北

4 厚別区体育館

6月1日 厚）厚別中央2条5丁目 892-0362 一般開放は、6月15日から再開予定

5

豊平区体育館
（付属野球場含む）

861-4014 一般開放は、6月15日から再開予定

6月1日 豊）月寒東2条20丁目 855-0791 一般開放は、6月15日から再開予定

6 清田区体育館・温水プール

6月1日 清）平岡1条5丁目

882-9500 改修工事のため6月15日～令和3年3月末は休館

7 南区体育館

6月1日 南）川沿4条2丁目

571-5171 一般開放は、6月15日から再開予定

8 西区体育館・温水プール

6月1日 西）発寒5条8丁目

662-2149 一般開放は、6月15日から再開予定

9 手稲区体育館

6月1日 手）曙2条1丁目

684-0088 一般開放は、6月15日から再開予定

10 北ガスアリーナ札幌46

6月1日 中）北4条東6丁目

251-1815 一般開放は、6月15日から再開予定

11 中島体育センター

6月1日 中）中島公園1番

530-5906 一般開放は、6月15日から再開予定

12 白旗山競技場

6月中旬 清）真栄502番地

882-9500 芝メンテナンスのため6月中旬まで休止

13 宮の沢屋内競技場

6月1日 西）宮の沢490番地

664-6363 一般開放は、6月15日から再開予定

14 東温水プール

6月1日 東）北16条東16丁目

785-6812 一般開放は、6月15日から再開予定

15 白石温水プール

6月1日 白）平和通1丁目南

846-0004 一般開放は、6月15日から再開予定

16 厚別温水プール

6月1日 厚）厚別中央2条6丁目 896-1861 一般開放は、6月15日から再開予定

17 豊平公園温水プール

6月1日 豊）美園6条1丁目

813-6556 一般開放は、6月15日から再開予定

18 手稲曙温水プール

6月1日 手）曙2条1丁目

683-0676 一般開放は、6月15日から再開予定

19 平岸プール
美香保体育館
20
（公園野球場含む）

6月1日 豊）平岸5条14丁目

832-7529 一般開放は、6月15日から再開予定

6月1日 東）北22条東5丁目

741-1972 一般開放は、6月15日から再開予定

21 月寒体育館

6月1日 豊）月寒東1条8丁目

一般開放は、6月15日から再開予定
851-1972 改修工事のため7月1日～9月15日はスケートリンク
のみ利用休止

6月1日 豊）月寒東1条8丁目

851-1972

23 星置スケート場

6月1日 手）星置2条1丁目

681-8877 一般開放は、6月15日から再開予定

24 どうぎんカーリングスタジアム

7月1日 豊）月寒東1条9丁目

853-4572 氷張替のため6月30日まで休館

円山総合運動場
25 （陸上競技場、補助競技場、球
場、庭球場）

6月1日 中）宮ヶ丘3番地

641-3015 一般開放は準備でき次第再開

26 麻生球場（庭球場含む）

6月1日 北）麻生町7丁目

736-1461

厚別公園競技場
27
（補助競技場含む）

6月1日 厚）上野幌3条1丁目

894-1144

28 平岸庭球場

6月1日 豊）平岸5条19丁目

598-6807

6月1日 東）栄町885番地

784-2106

6月1日 南）藤野473番地

591-8111 BBQコーナーは利用休止

22

月寒屋外競技場
（ラグビー場、庭球場、弓道場）

スポーツ交流施設（つどーむ）
29 （庭球場、パークゴルフ場、球技
場等含む）
藤野野外スポーツ交流施設
30
（フッズ）
31 大倉山ジャンプ競技場

6月1日 中）宮の森1274番地

32 宮の森ジャンプ競技場

6月1日 中）宮の森1条18丁目

33 荒井山シャンツェ

6月1日 中）宮の森902番地

34 札幌オリンピックミュージアム

6月1日 中）宮の森1274番地

35 札幌ドーム

6月1日 豊）羊ケ丘1番地

850-1000

36 中島公園庭球場

6月1日 中）南15条西4丁目

531-5163

37 東雁来公園サッカー場

6月1日 東）東雁来12条4丁目 791-9900

一般開放は準備でき次第再開
主競技場は工事のため利用開始時期未定

改修工事のため令和3年1月31日まで屋内のみ利用
休止

641-8585

展望台（6月1日～）、屋外サッカー場（6月5日～）の
み再開。その他の施設については調整中。

■各施設の「トレーニングルーム」「更衣室・シャワー室」「採暖室」については引き続き利用休止
※プールなど一部施設については更衣室は人数制限のうえ使用可能
■北ガスアリーナ札幌46の「ウェイト リフティング室」、西区体育館の「重量挙室」については引き続き利用休止

2020.05.30

○発熱や風邪等の症状がある方は利用をご遠慮ください。
利用日当日だけでなく、過去２週間の状況によりご判断を
お願いします。
○マスク・マイタオル持参でご来場ください。
施設内では、スポーツを行うとき以外は
マスク着用をお願いします。
○施設受付にて利用申込書をご提出ください。
専用利用の場合は、代表者分のみご提出いただき、代表者
が、他の利用者の氏名・連絡先等の把握をお願いします。
※利用申込書は下記ホームページより取得可能です。
混雑緩和のため、事前作成へのご協力をお願いします。
http://www.city.sapporo.jp/sports/sisetsu/institution/index.html

○利用者間の距離をとるなど、密な状態を避けてください。
施設・部屋ごとに人数制限等のルールを
設ける場合がありますので、ご協力を
お願いします。
○更衣室・シャワーは原則使用できません。
プール等の一部施設では使用できますが、人数制限等に
ご協力をお願いします。
※感染拡大等の状況により、対応を変更する場合があります。詳しくは各施設へお問い
合わせください。

札幌市スポーツ局

2020.5.30

経済企画課

新型コロナウイルス関連の対応について【経済観光局】

１ 新型コロナウイルスに係る事業者向けワンストップ相談窓口
(1) 相談実績
相談業務（経営相談・融資制度利用・税・感染症予防等）（1/29～5/29）
累計相談件数:16,675 件（来所 7,011 件、電話 9,664 件）
(2) 融資制度（新型コロナウイルス対応支援資金）
ア 認定件数：9,103 件（5/29 現在）
【業種】
建設業 1,807 件、飲食業 1,468 件、小売業 1,312 件、不動産業 549 件、医療・福祉 480 件、
卸売業 414 件、運輸業 271 件、製造業 250 件、情報通信業 156 件、宿泊業 115 件、電気・
ガス・熱供給・水道業 97 件、教育・学習支援業 61 件、保険業 29 件、林業、鉱業 3 件、サ
ービス業 2,091 件

イ 信用保証協会による融資承諾件数・金額
5/18 現在

1,676 件

438 億 3,086 円

令和２年（2020 年）５月 30 日
円山動物園の一部再開園のお知らせ
札幌市円山動物園は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための外出自粛を目的として、
４月 14 日から休園とさせていただいておりましたが、
「緊急事態宣言」の解除に伴い、６月３
日（水）からすべての屋内施設を閉鎖したうえで屋外施設のみ開園いたします。
また、この度の臨時休園に伴い、ご利用できなかった日数分について年間パスポートの有効
期限を延長することといたします。
報道機関の皆様におかれましては、周知方よろしくお願いいたします。
記
１ 一部再開園日
令和２年６月３日（水）
※1 通常どおり９時 30 分から 16 時 30 分まで開園いたします（最終入園は 16 時）
。
※2 一部再開園に先立ち、６月１日（月）
（10:00～12:00）
、２日（火）
（13:00～15:00）
に「円山動物園さぽーとクラブ」の皆さまのご協力を得て、
『動物の人馴れ訓練』を
行いますので、取材をご希望の方は、ご連絡をお願いいたします。
２ 来園者へのお願い
（1）マスクの着用を遵守してください。※マスク未着用の方はご入園できません。
（2）入園時に手指及び靴底の消毒をしていただきます。※消毒液は園に設置しております。
（3）咳や熱がある等体調が悪い方、健康に不安のある方のご来園はご遠慮ください。
（4）14 日以内に海外への渡航歴のある方はご遠慮ください。
（5）園内ではお互いに十分距離を取り、譲り合ってご観覧ください。
（6）園内では指定した屋外の休憩スペース以外での飲食はできません（芝生スペース及び屋内
の休憩スペースは閉鎖しております）
。
（7）休憩スペース（屋外）は限りがありますので、暫くの間、お昼御飯等を持参してのご来園
はご遠慮願います。
３ 感染防止のための園の取組
円山動物園では、感染拡大防止のため以下の取組を引き続き行っていきます。
（1）出入口、園内屋外休憩所及び園内のトイレでの手指消毒用アルコールの設置の設置
（2）屋内施設の定期的な換気
（3）屋外休憩スペースのテーブル等の定期的な消毒
（4）職員のマスク着用の徹底

４ 再開園にあたっての園長コメント
新型コロナウイルスについては、動物への感染事例もありますことから、円山動物園では、
休園期間中におきましても、朝晩の検温など職員の健康管理を徹底するとともに、靴底の消
毒やマスクの着用、手指消毒液による消毒の徹底などの感染防止策を行ってまいりました。
再開園にあたりましては、お客様にも同様の点についてご協力をいただき、お客様どうし
だけではなく、飼育動物への感染防止対策を確実に行ってまいります。
また、当面の間は、近距離でのお客様どうしの接触をさけるため、屋内観覧施設を全て閉
鎖するとともに、屋内の休憩スペースも閉鎖いたします。ご不便をおかけいたしますが、感
染予防対策の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
また、屋外での動物の観覧にあたりましても、お客様どうしにおいて、適正な距離をとっ
ていただきますとともに、お客様と動物の距離につきましても、適正な距離をとっていただ
きますよう、お願いいたします。
動物園におきましては、動物が安全で安心して暮らせるよう、また、お客様が安全で安心
して過ごしていただけるよう、さまざまな対策に努力してまいりますので、お客様におかれ
ましても、マスクの着用や靴底、手指の消毒、人と人、人と動物の距離の確保など、ご協力
をお願いいたします。
５ 年間パスポートの有効期限の延長について
この度の臨時休園に伴い、既にご購入いただいている当園の年間パスポートの有効期限を
以下のとおり延長いたします。
（1）対象となる年間パスポート
令和２年３月１日から令和３年４月 12 日に期限を迎える年間パスポート
（2）有効期限を延長する日数
令和２年３月１日から令和２年６月２日の間で年間パスポートが利用できなかった日数
【例①

パスポートの期限が令和２年４月 20 日の場合】

期限を延長する日数…51 日（令和２年３月１日～令和２年４月 20 日）
延長後のパスポートの期限…令和２年７月 23 日
※再開園日（令和２年６月３日）から 51 日分を加算
【例②

パスポートの期限が令和２年７月 31 日の場合】

期限を延長する日数…94 日（令和２年３月１日～令和２年６月２日）
延長後のパスポートの期限…令和２年 11 月３日
※期限（令和２年７月 31 日）の翌日から 94 日分を加算

（3）対応方法
対象となる年間パスポートを当園の券売所窓口にお持ちいただきますと新たな有効期限
の年間パスポートと交換いたします。
（4）取扱期間
令和２年６月３日から令和２年 12 月２日まで（半年間）
６ その他
「ドキドキ体験」等の園内でのイベント等は引き続き中止しております。
また、動物への感染防止等の観点から、ヒツジやアヒルなどの放し飼いをしている「こ
ども動物園」につきましては、当面の間、閉鎖いたします。

問い合わせ先
札幌市環境局円山動物園経営管理課 佐々木、小原
℡ 621-1426 fax 621-1428

第 10 回札幌市感染症対策本部会議資料
令和 2 年（2020 年）5 月 30 日 建設局

建設局における新型コロナウィルス感染症に関する公園等の対応について

１

一部公園施設の閉鎖継続について
下記施設については、６月１日（月）以降も当面の間閉鎖を継続する。
【当面の間、閉鎖を継続する施設】
公

園

名

等

百合が原公園、月寒公園
川下公園

施
他 17 公園

他５公園

及び札幌ふれあいの森
大通公園、豊平川ウォーターガーデン
他 70 公園
大通公園、モエレ沼公園
モエレ沼公園

２

他４公園

設

名

遊具
炊事広場
遊水路
噴水
更衣室、シャワー室

ていねプール
手稲稲積公園内に設置している「ていねプール」について、例年、７月中旬～８月
中旬にオープンしているが、令和２年度については、営業を中止する。

