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今後の感染拡大防止対策等について 

１ 基本的な考え方 

○市内の新規感染者数及び入院患者数は、着実に減少しており、感染経路不明の割合や

陽性率も低い水準で推移している。 

○一方で、これから年度末に向けて、就職・転勤、卒業・進学等に伴う人の移動や会食

機会の増加が見込まれるため、引き続き、基本的な感染予防策を徹底していくととも

に、飲食の場面における感染リスクの回避などに取り組んでいく必要がある。 

○前回の本部会議（２月 13 日）では、今後２ヵ月間で取り組む感染拡大防止対策につ

いて、国の基本的対処方針に沿って取り組んでいくこととしたところである。 

○これらの取組を着実に推進していくことで、感染の再拡大に備えるとともに、安心し

てワクチン接種を受けられる環境づくりを進めていく。 

２ 今後の感染拡大防止対策等 

（１）情報提供・共有 

○年度末・年度始めにあたっては、以下の感染防止行動の徹底を呼びかける。 

・卒業式、入学式、入社式等の行事については、感染防止を徹底するとともに、

人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討する。 

・歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会等については控える。 

・大人数での会食が避けられない場合は卒業旅行などの旅行を控える、あるいは

延期を検討する。また、なるべく混雑しない平日の間での行動を検討する。 

・引越時期を分散化するため着任日は柔軟に対応する。また、入学、着任までの

体調管理を徹底する。 

○飲食の際には、以下の感染防止行動の実践を呼びかける。 

・業種別ガイドラインや新北海道スタイルの実践などを宣言している店舗を利用

する。 

・「黙食」を実践する（食事は４人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声

を出さず、会話の時はマスクを着用）。 
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○各種広報媒体を活用して、感染予防に関する啓発を実施する。 

・３月下旬に感染予防に関する新聞広告を掲載 

・地下鉄駅構内の柱巻きポスター、ＷＥＢ広告等を活用して継続的に配信 

（２）まん延防止 

①外出の自粛 

○外出の際には、以下の感染防止行動の実践を呼びかける。 

・体調が悪いときには、外出を控える。 

・重症化リスクの高い方と接する際はリスク回避行動を徹底する。 

・感染拡大地域への訪問は、行き先などを慎重に検討する。 

・緊急事態宣言の対象地域との不要不急の往来を控える。 

・旅行をする場合には、できるだけ同居家族による市内の旅行とする。 

○区役所窓口において、市外転入者に対し、感染防止に関する注意喚起を行う。 

・３月 15 日（月）からチラシを配布 

○区役所窓口の混雑を緩和するため、窓口の夜間延長、休日開庁を行うとともに、

郵送でも可能な手続きの周知や、インターネットによる混雑状況の広報などを実

施する。 

＜夜間延長・休日開庁＞ 

・夜間延長 ３月 29 日～４月５日のうち平日６日間について、19 時まで延長 

・休日開庁 ３月 27 日（土）、４月４日（日）の８時 45 分～12 時まで開庁 

②飲食店関係 

○市内の飲食店に対し、来店客に感染予防を啓発するポスター・ＰＯＰを配布し、

店内への掲示を依頼する。 

＜第１弾＞ 

 ・市内の飲食店約 6,000 店舗に対し、ポスターを配布（２月 25 日～） 

＜第２弾＞ 

 ・市内の飲食店約 15,000 店舗に対し、酒類の提供等の業態に合わせたポスタ

ー、三角柱ＰＯＰを配布（３月 16 日～） 

○すすきの地区において、協定に基づき、関係団体と共に感染防止対策に持続的に

取り組む「すすきの地区新型コロナ対策プロジェクト」を推進する。 
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○札幌商工会議所や札幌観光協会等の団体と連携し、店舗における感染症対策を促

進するためＷＥＢ講演会（動画配信）を実施する。 

・３月５日（金）から動画を配信 

③職場環境等 

○経済関係団体等に対し、３月～４月の人事異動や入社・退社に伴う人の移動によ

る感染拡大を防止するための協力を要請する。 

・市内の企業（延べ５万社）に対して、春の人事異動や飲食店利用の際の感染防

止対策の徹底を要請（２月 26 日） 

＜要請内容＞ 

・着任日の柔軟な対応 

・不急の挨拶回りの自粛や後倒し 

・入社、退社や人事異動に伴う歓送迎会等の自粛 

○経済関係団体を通じて、市内の事業者に対し、職場における感染防止のための取

組の徹底について、改めて要請するとともに、集団感染事例が発生している業態

に対しては、実際の感染事例などに基づく具体的な対策を要請する。 

・市内の企業（延べ５万社）に対して、集中対策期間終了後においても、引き続

き感染防止対策を徹底するよう要請（３月８日） 

○経済関係団体を通じて、市内の事業者に対し、ローテーションによる在宅勤務や

テレワークの実施を要請する。 

○テレワークの導入を検討している市内中小企業等に対し、専門家派遣等のテレワ

ーク導入に係る支援を実施する。 

・専門家派遣 ２月 10 日～３月 26 日 

・出張相談会 ２月 16 日～19 日 

④学校関係等 

○大学連携ネットワークを通じて、市内の大学・短期大学に対し、新入学生を対象

としたオリエンテーション等を活用した、感染予防策の周知依頼を行う。 

○市内の大学生等に対し、ツイッターによる感染対策の情報発信を行う。 



4 

⑤クラスター対策の強化 

○重症化リスクの高い高齢者等が入所している福祉施設や医療機関などを対象に、

施設の従事者等に対する定期的なＰＣＲ検査を実施する。 

○福祉施設・医療機関等に対し、疫学調査に基づき、具体的な感染事例などを情報

提供し、感染管理の徹底等、更なる注意喚起を行う。 

○介護事業所における新型コロナウイルス感染症対策の一助として、従事者向けの

感染防止対策の啓発ポスターを市の公式ホームページに掲載及び周知する。 

・２月５日からホームページに掲載 

○市内約 200 の病院を対象に、クラスター発生への対応や実際の活動事例、ゾーニ

ング等に関するＷＥＢセミナーを開催する。 

・２月 17 日、24 日にＷＥＢセミナーを実施（約 90 施設 受講） 

・ＷＥＢセミナー終了後に市の公式ホームページで動画配信 

（３）医療関係 

○自宅療養者に対し、アプリを活用した健康観察やオンラインによる診療を行うほ

か、さらにパルスオキシメーターの貸与等により、患者の健康状態や症状の変化

を迅速に把握できるように環境整備を進める。 

・オンライン診療 １月４日～開始 

・パルスオキシメーター貸与 ２月８日～開始 

○自費等でＰＣＲ検査を実施する民間企業に対し、疑い患者に関する情報の共有や

感染拡大防止に対する協力などを要請する。 

○退院基準を満たした高齢者を受け入れる後方支援病院の円滑な運営に向けた体制

整備に努めるほか、医療機関のご協力のもと保健所に配置した医療ソーシャルワ

ーカー（ＭＳＷ）を通じた受入医療機関と後方支援病院間の転院調整等の支援を

実施する。 

・後方支援病院の確保 34 施設 約 210 床（３月１日現在） 

○陽性患者のうち、介護等を必要とする軽症患者を中心に受け入れる医療機関の整

備を進める。 

・３月中に 20～30 床程度を準備予定 
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（４）経済・雇用対策 

○商店街、宿泊事業者、すすきの地区の飲食店等に対し、感染症対策のための支援

を実施する。 

○事業者向けワンストップ相談窓口による経営相談や、融資を受ける際に必要な信

用保証料の補給、緊急貸付等、事業継続のための支援を実施する。 

○離職等を余儀なくされた方に対し、就業サポートセンターでの職業相談・職業紹

介や、就職を目指す給付金付きの再就職支援等を実施する。 

（５）偏見・差別等への対応 

○まちづくりパートナー協定企業である郵便局と連携し、医療従事者等への差別・

偏見防止啓発ポスターを掲出する。 

・２月 24 日～市内 227 カ所の郵便局にポスターを掲出 

○札幌市の公用封筒に、医療従事者等への差別・偏見の撲滅に向けた「医療従事者

応援プロジェクト」の広告を掲載する。 

・２月 10 日～公用封筒約 20 万枚に広告を掲載 
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2021.３.６ 経済観光局 観光・ＭＩＣＥ推進部 

すすきの地区における感染症対策について 

 北海道の集中対策期間終了後においても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を継

続的に抑えるため、「すすきの地区新型コロナ対策プロジェクト」の一環として、以下

の取組を実施する。 

１ 接待を伴う飲食店向け「感染症対策マニュアル」の発行 

  すすきの観光協会と連携し、接待を伴う飲食店※向けに、新型コロナウイルス感染症

対策マニュアルを発行 ※風営法第２条第１項第１号に係る風俗営業許可を受けている店舗 

 (1) マニュアルの概要 

  〇発行者 

   【発  行】 すすきの観光協会（札幌市経済観光局補助事業） 

   【監  修】 感染症コンサルタント 北海道科学大学客員教授 岸田直樹 

   【編集協力】 札幌市保健所 

  〇掲載内容 

   ・接待を伴う飲食店における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 

   ・日常的な感染症対策と陽性者発生時の対応方法 

   ・ＰＣＲ検査などに関するＱ＆Ａ など 

  〇配布方法 

   すすきの地区の接待を伴う飲食店（約840店舗）に対し３月１日(月)に配布済み 

 (2) 助成制度 

   すすきの地区の接待を伴う飲食店のうち、ガイドラインに基づく対策（43項目）

を全て実践している事業者に対し、１事業者当たり25万円を助成 

   ※感染症対策の実践状況の確認及び指導を受けることが条件 

   ※昨年実施された「すすきの地区感染防止対策助成金」の受給事業者は対象外 

２ 地区内の事業者向け情報紙の発行 

  すすきの観光協会と連携し、ＰＣＲ検査の受検勧奨や感染症対策の優良事例などを

掲載した情報紙を発行 

  〇情報紙名：「ススキノかわら版」 

  〇発 行 者：すすきの観光協会（協力：札幌市） 

  〇発行形式：紙媒体（Ａ４版１枚 両面カラー）※併せてホームページに掲載 

  〇発行頻度：月２回程度 ※第１号の発行は３月10日(水)を予定 

  〇配布方法：すすきの地区の全ての飲食店等にポスティング 
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新型コロナウイルス対策リーフレット（新入生向け）の配布について 

2021.3.6 まちづくり政策局 

１ 目的 

大学及び短期大学、専修学校の新入生に対し、リーフレットを活用し、札幌市の新

型コロナ感染症対策の呼び掛けを行う。 

２ 内容 

 ・新型コロナウイルス感染症対策への協力の御礼や感染対策のポイント、各種連絡先

について周知。 

※若年層に人気のキャラクターの一つである「ジンギスカンのジンくん（サッポロ

スマイル PR 大使）」を使用することとした（協力：合同工房アルティスタ）。 

３ 周知先 

    市内大学、短期大学、専修学校あてに周知。 

・市内５大学については、新入生向け郵送物等にリーフレットを同封し、周知いただ

くよう依頼。（合計 1,480 部）

札幌医科大（250 部）、天使大（250 部）、武蔵女子短大（350 部）、札幌保健医療大

学（180 部）、東海大（窓口配架 450 部） 

・その他 12 大学については、リーフレットのデータを送付し、メール等による周知を

依頼。 

・市内専修学校については、順次周知予定。 

４ その他 

・在校生向けリーフレットを作成し、札幌圏大学連携ネットワークに所属する大学及

び短期大学あてに周知を予定（表紙の配色等を変更）。 

・ツイッターでの情報発信を予定。（ジンギスカンのジンくんを活用） 

 ・情報発信のあり方については、今後、学生と意見交換を実施予定。 



< 札幌市からのお知らせ >

新入生のみなさんに、

新型コロナウイルス対策の

お願いです

自分と大切な人を守ろう

入学

おめでとう

ございます



@Sapporo_PRD

手洗い！

おしゃべりは
小さい声で！

ソーシャル
ディスタンス！ マスク！

換気！

消毒！

発熱や咳などの
症状が出たら…

食堂や休憩スペースでは、
斜め向かいに座ろう！

体調不安や
その他の疑問は…

感染対策へのご協力、ありがとうございます！
すでに知っていることも多いと思いますが、

大切な情報をまとめました。

アルバイトや
休み時間こそ
気をつけて！

具合が悪いときは
家にいよう！

おしゃべりはマスクをつけて！
食事とおやつの時も気を付けて！

または

（毎日２４時間）

救急安心センターさっぽろ
＃７１１９

０１１－２７２－７１１９

新型コロナウイルス一般相談窓口
０１１－６３２－４５６７
（毎日９時～２１時）

ジンギスカンのジンくん© はしあさこ /   札幌市保健所、まちづくり政策局政策企画部 2021年2月

さっぽろ市
02-B01-20-2209
R2-2-1341

新型コロナウイルス感染
こんなケースに注意！

学生生活で注意が必要な
ケースをマンガで紹介中！

１ ２

４ ３

はじめよう、つづけよう。
「新北海道スタイル」



2021.3.6 保健福祉局 

定期的な PCR 検査について 

1 検査の趣旨 

 医療機関や高齢者施設等においては、依然として新型コロナウイルスによ

る感染が発生している状況である。こうした施設等の入院・入所者の中には

重症化リスクの高い方もおり、ひとたび感染が発生するとクラスターにつな

がりやすいことから、職員を対象にした予防的スクリーニング PCR 検査を実

施するもの。なお、検査と併せて職員の健康管理の意識づけも行う。 

2 2 月末までの実施実績 

 12 月 １月 ２月 合計 

医療機関 
２施設 

(382 件) 

17 施設 

(2,401 件) 

12 施設 

(1,937 件) 

31 施設 

(4,720 件) 

高齢者施設 － － 
63 施設 

(6,580 件) 

63 施設 

(6,580 件) 

障がい者施設 － － 
15 施設 

（1,051 件） 

15 施設 

（1,051 件） 

3 今後の予定 

(1)対象施設 

① 医療機関（計 149 施設） 22,500 人 

療養型医療機関、精神科標榜医療機関、透析対応医療機関 

② 高齢者施設（計 404 施設） 18,000 人 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム 

③ 障がい者施設（計 32 施設） 1,700 人 

障害者支援施設等 

(2)検査頻度 

  月 1 回程度 



2021.3.6 保健福祉局

新型コロナウイルスワクチンの高齢者向け接種について

①：４月は多床室のある高齢者施設の一部で接種を実施
・接種を実施する施設については今後調整

≪４月のワクチン供給量について≫
65歳以上の高齢者約54万人に対してごくわずかの見込

・接種券は、５月以降のワクチン供給量を踏まえて送付

②：①以外の高齢者への接種は早くて５月以降開始

③：接種券の送付は当面見合わせ


