
 
令和元年度第４回札幌市感染症対策本部会議 

 
 
 
１ 日   時： 令和２年２月29日（土）午後２時～ 

 

 

２ 場   所： 本庁１２階「１号～３号会議室」 

 

 

３ 会議次第： 

 

（1）開    会  

 

 

 

（2）現時点の発生状況と対応状況の報告 

 

 

 

（3）各局区における取組状況等の報告 

 

 

 

（4）本部長から 

 

 

 

 

４ 資  料： 

 

患者の発生状況と対応状況について・・・・・・・・・・・・・ 資料１…1 ページ 

北海道感染症危機管理対策本部会議資料（第 8 回）・・・・・・ 資料 2…５ページ 

各局区における取組状況等の報告 ・・・・・・・・・・・・・ 資料 3…１９ページ 

 

 



札幌市における新型コロナウイルス対応状況 

 

１ 札幌市関連発生状況 

                                  （２月 28日現在） 

市 

No. 

道 

No. 

判明日 年代 性別 居住地 症状経過 入院 

状況 

１ ２ ２月１４日 ５０代 男性 札幌市 入院治療中 入院中 

２ ３ ２月１８日 ４０代 男性 札幌市 入院治療中 入院中 

３ ５ ２月１９日 ４０代 男性 札幌市 入院治療中 入院中 

４ １８ ２月２２日 ７０代 男性 札幌市 入院治療中 入院中 

５ ２７ ２月２４日 ７０代 女性 札幌市 入院治療中 入院中 

６ ２８ ２月２４日 ５０代 男性 札幌市 入院治療中 入院中 

７ ３１ ２月２５日 ６０代 女性 札幌市 入院治療中 入院中 

８ ３９ ２月２５日 ４０代 男性 大阪府 入院治療中 入院中 

９ ４０ ２月２７日 ５０代 男性 札幌市 入院治療中 入院中 

１０ ４１ ２月２７日 ５０代 男性 札幌市 入院治療中 入院中 

１１ ６４ ２月２８日 ６０代 女性 札幌市 入院治療中 入院中 

１２ ６５ ２月２８日 ６０代 男性 札幌市 入院治療中 入院中 

１３ ６６ ２月２８日 ６０代 男性 札幌市 入院治療中 入院中 

  

２ 本部会議等の開催状況 

 (1) 第１回新型コロナウイルス肺炎関係緊急会議 令和２年１月 29日（水）9：00   

 (2) 第１回札幌市感染症対策本部会議 令和２年１月 30 日（木）15：00   

   ＜本部長（市長）指示事項の概要＞ 

    ・ 保健所を中心に各局相互の連携・情報共有を徹底し、感染症のまん延防止のため

の一層の対策を実施すること 

    ・ 市民、観光客、事業者に正確な情報を分かりやすく提供し、不安の解消を図る。

関係機関とも連携を図ること 

    ・ 当面の状況をしっかり把握し、更なる対応について検討しておくこと 

 (3) 第２回札幌市感染症対策本部会議 令和２年２月 18 日（火）15：30   

   ＜本部長指示事項の概要＞ 

    ・ 前回の指示事項に加え、感染防止対策の徹底、医療体制及び検査体制の充実、 

ＢＣＰ（業務継続計画）に基づいた対応構築について、しっかり対応すること 

 (4) 第３回札幌市感染症対策本部会議 令和２年２月 22 日（土）16：00   

   ＜本部長指示事項の概要＞ 

    ・ 市主催の不特定多数が集まるイベント等は、当面３週間程度（2/23 3/15）、原則
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中止または延期とする。市以外が主催するイベント等についても開催の可否につい

て検討を依頼する 

    ・ 高齢者等の社会福祉施設、保育園、学校等について、施設の消毒等の徹底を図

り、施設には不特定多数の出入り、不要不急の外出や面会を控えてもらう 

    ・ 市有施設で感染者が判明した場合は、速やかに施設の閉鎖等の措置を取り、消毒

等を徹底する。市有施設以外にも同様の対応を求めること 

       

３ 相談窓口対応状況 

  

 救急安心センター相談件数（＃７１１９） 
一般相談件数 

(011‐632‐4567)  新型コロナウイルス関係相談 

  発熱等あり 症状なし 

２月 ７日 金 １６６   ９  ４   ５ － 

２月 ８日 土 ２６２  １４  ６   ８ － 

２月 ９日 日 ３０６   ９  ４   ５ － 

２月 10 日 月 １８０  １０  ３   ７ － 

２月 11 日 火 ２８６   ６  ５   １ － 

２月 12 日 水 １７４  １３  ５   ８ － 

２月 13 日 木 １９２   ６  ４   ２ － 

２月 14 日 金 ２１３  ６８ ３７  ３１ １７２ 

２月 15 日 土 ３２１  ５６ ２１  ３５ １７９ 

２月 16 日 日 ３３８  ５１ ２６  ２５ １２９ 

２月 17 日 月 ２６５ １１３ ４７  ６６ ２９７ 

２月 18 日 火 ２９４ １１９ ６２  ５７ ２７６ 

２月 19 日 水 ２９１ １２３ ６６  ５７ ３１８ 

２月 20 日 木 ３４６ １９７ ４４ １５３ ３５０ 

２月 21 日 金 ３６５ ２０８ ７０ １３８ ４４０ 

２月 22 日 土 ５１０ ２０４ ３９ １６５ ３５２ 

２月 23 日 日 ５７５ １９６ ５９ １３７ ３７４ 

２月 24 日 月 ６７０ ３３８ ９５ ２４３ ５８８ 

２月 25 日 火 ４４５ ２９３ ６８ ２２５ ５８７ 

２月 26 日 水 ４９５ ２９９ ４９ ２５０ ６０８ 

２月 27 日 木 ５３３ ３７３ １４４ ２３６ ５６０ 
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令和 2年(2020 年)2 月 28 日 

 

札幌市感染症対策本部会議報告資料(保健所の 2/22 以降の対応状況) 

 

実施日 概要 所管課 

2/25(火) ・当面３週間程度の間、区健康・子ども課における教室やイベント等

の中止又は延期について 

・健診・検診等については、感染症対策を十分に講じて実施してい

ただくことについて 

健康企画課 

 

・北海道興行生活衛生同業組合への注意喚起。 

周知対象：北海道興行生活衛生同業組合 

・周知内容：イベント等の開催について(札幌市の考え方)、一般電話

相談窓口の周知各区保健福祉部長あて通知により協力依頼 

生活環境課 

2/27(木) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う配慮に係る市内関係団体へ

の依頼文の送付 

周知対象：北海道生活衛生同業組合連合会札幌支部、札幌公衆浴場

商業協同組合、札幌クリーニング協同組合、札幌理容協同組合、

札幌美容協同組合、札幌ホテル旅館協同組合、一般社団法人定山

渓観光協会、定山渓温泉旅館組合、北海道レジャーホテル協会、

北海道興行生活衛生同業組合、一般社団法人北海道ペストコント

ロール協会、北海道葬祭業協同組合 

周知内容： 従業員が休暇等を取得された際の休みやすい環境整備に

ついての配慮依頼 

生活環境課 

2/28(金) 旅館業営業者及び組合への注意喚起 

周知対象：旅館業営業者(約 400 施設)、札幌ホテル旅館協同組合、(一

社)定山渓観光協会、定山渓温泉旅館組合、北海道レジャーホテル

協会 

周知内容：感染の疑われる宿泊者等の定義の変更及び一般電話相談の

周知 

環境衛生課 

生活環境課 

2/22(土) 

  

2/28(金) 

帰国者・接触者外来医療機関の９施設に対し、防護服セットを 450 セ

ット支給 
医療政策課 

2/22(土) 

  

2/28(金 

医療機関からの疑い患者の検体回収 

患者 10 名の医療機関への搬送、各患者の疫学調査 

濃厚接触者の特定、濃厚接触者全員の健康観察を毎日実施 

クルーズ船乗船者の健康観察を毎日実施、厚労省へ報告 

感染症総合対

策課 
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Ｒ02.02.29 保健福祉局 

令和２年（2020 年）２月２７日   

 

  報道機関各社 様 

 

札幌市保健福祉局   

 

 

「札幌市健康づくりセンター」の一時休館のお知らせ 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、「札幌市健康づくりセンター」を２月２８日

（金）から３月８日（日）までの間、休館しますので、お知らせいたします。 

 

 
１ 休館する施設 

  名称：中央健康づくりセンター 

  所在：札幌市中央区南３条西１１丁目 中央保健センター３階、４階、５階 

 

  名称：東健康づくりセンター 

  所在：札幌市東区北１０条東７丁目 東保健センター３階 

   

  名称：西健康づくりセンター 

  所在：札幌市西区八軒１条西１丁目７－７ 

 

 

２ 休館期間 

  令和２年２月２８日（金）から３月８日（日）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先：札幌市保健福祉局保健所健康企画課 鈴木・伊藤(℡622-5151)】 
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札 勤 第 5 2 6 号   

令和２ 年( 2020 年) 2 月 28 日

各 局 区 長  様    

総 務 局 長   

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための時差出勤等について（ 通知）  

新型コロナウイルス感染症の国内発生に伴い、 通勤時の混雑緩和による市内における

感染の拡大防止を目的として、 下記のとおり時差出勤を可能とします。  

つきましては、 各局区においては、 公務の運営に支障の無い範囲で適切に対応するよ

うお願いいたします。  

記 

１  対象職員（ 時差出勤を可能とする職員）  

 ⑴  正規の勤務時間が月曜日から金曜日の８ 時45分～17時15分（ 休憩時間12時15

分～13時00分） の職員（ 区役所等のいわゆる一般職場に勤務する職員）  

 ⑵  上記以外のいわゆる変則勤務職場に勤務する職員のうち、 正規の勤務時間の始期

が８時00分～９ 時00分の間に割り振られる職員 

※  臨時的任用職員及び第２ 種非常勤職員を含みます（ 詳細は下記６留意点参照）。  

２  時差出勤を認める要件 

  通勤時の混雑緩和による市内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

を目的とする場合であって、 公務の運営に支障が無いと所属長が認める場合 

 ※  交通用具（ 自動車等） で通勤をしている等、 通勤における混雑緩和を図る必要が

無い場合には、 本取扱いはできません。  

３  時差出勤のパターン 

時差出勤により、 正規の勤務時間を以下のいずれかとすることを可能とします。  

 ⑴  ⑴上記１ の職員 

勤務時間 休憩時間 半日区分時刻 

① ７ 時45分～16時15分 11時15分～12時00分 11時15分 

② ８ 時15分～16時45分 11時45分～12時30分 11時45分 

③ ９ 時15分～17時45分 12時45分～13時30分 12時45分 

④ ９ 時45分～18時15分 13時15分～14時00分 13時15分 
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⑵  ⑵上記１ の職員   

 勤務時間及び休憩時間 半日区分時刻 

①
正規の勤務時間の始期、 終期及び

休憩時間帯を１時間早めた勤務 

各職場において定める半日区分時刻

を１時間早めた時刻 

②
正規の勤務時間の始期、 終期及び

休憩時間帯を 30分早めた勤務 

各職場において定める半日区分時刻

を 30分早めた時刻 

③
正規の勤務時間の始期、 終期及び

休憩時間帯を 30分遅らせた勤務 

各職場において定める半日区分時刻

を 30分遅らせた時刻 

④
正規の勤務時間の始期、 終期及び

休憩時間帯を１時間遅らせた勤務 

各職場において定める半日区分時刻

を１時間遅らせた時刻 

※  年次休暇等の半日を区分する時刻（ 半日区分時刻） についても、 時差出勤に伴い

変更することとします。 時差出勤を行った日に半日単位の年次休暇等を取得する際

には、 当該半日区分時刻により適切に取得してく ださい。  

４  時差出勤の期間 

 ⑴  職員ごとの変更期間 

   時差出勤の実施は、 原則、 １ 週間単位で行うこととしてく ださい。  

※  公務の運営上の必要がある場合等には１ 日単位での実施を可能としますが、 そ

⑴の場合であっても必ず実施前日までに決裁を終えてく ださい（ 下記５ 参照）。  

 ⑵  時差出勤の取扱いを可能とする期間 

   本通知における取扱いは令和２年２月29日（ 土） 以降可能とします。本取扱いの

終了については、 別途連絡します。  

なお、 時差出勤を可能とする当該取扱いは、 札幌市職員勤務時間及び休暇等に関

する規則（ 平成２年規則第57号） 第７条第１項及び第２項の規定により、勤務時間

の割振りの臨時変更を行うことにより可能とするものであり、 あく まで例外的なも

のです。  

５  事務手続き 

 ⑴  決裁 

   時差出勤を行う場合、 職員ごとに実施前日までに別添１ 「 時差出勤実施簿」 によ

り所属長まで決裁を行い、 各所属において時差出勤の状況を把握してく ださい。  

 ⑵  人事給与システムへの登録 

   時差出勤を行う職員については、 別添２「 人事給与システムの入力方法」 に基づ

き、 人事給与システムにおいて庶務担当者が時差出勤の設定を行ってく ださい。  

 ⑶  時間外・ 休日勤務について 
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⑵   上記５ により時差出勤の設定を行った職員については、 時差出勤実施期間にお

ける人事給与システム上の正規の勤務時間が変更されますので、 時間外・ 休日勤務

を行う場合については、 実際に時間外・ 休日勤務をした時間を人事給与システムに

おいて入力してく ださい。  

６  留意点 

 ⑴  所属長は、職員ごとの事情（ 子の保育所送迎等） や、通勤方法・ 経路等を踏まえ、

職員の同意を得た上で本取扱いを行ってく ださい（ 所属により業務内容や職員の事

情が異なるため、 必ず全ての部署において 時差出勤を導入しなければならないも

のではありません。）。  

 ⑵  時差出勤の実施にあたっては、 各職場の実情に応じ、 所属長による現認やメール

での確認等の方法で、 適切に出退勤の把握を行ってく ださい。  

 ⑶  臨時・ 非常勤職員の取扱いについては、 下記のとおりとします。  

臨時的任用職員： 勤務する課所の常勤職員の例により対応 

第２ 種非常勤職員： 勤務時間の割振り変更（ いわゆる「 時間調整」） により、常勤職

員同様に対応 

⑷  部分休業や育児時間等の各種休暇・ 休業制度については、 それぞれの要件を満た

す限りにおいて、 併用を可能とします。 なお、 育児短時間勤務を行う職員について

も対象となりますが、 取扱いにつきましては、 別途お問い合わせく ださい。  

７  職員自身の健康管理 

職員は、 新型コロナウイルス感染症の症状ではない場合であっても、 発熱など風邪

の症状がみられるときは、 自宅で療養して体調管理に努め、 外出をなるべく 控えてく

ださい。  

また、 所属においても日常的に職員の健康状態を的確に把握し、 職場に妊娠中や糖

尿病等の慢性疾患を有する職員がいる場合については、 特に職場内の感染防止に努め

てく ださい。  

担当 

・ 時差出勤に関すること 

総務局職員部勤労課     中村（ 毅）・ 鈴木（ 211-2082）  

・ 職員の健康管理に関すること 

総務局職員部職員健康管理課 中村（ 公）    （ 211-2086）  

              渡邊      （ 211-3294 健康情報室）  
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札推第 1393 号 

令和２年(2020 年)２月 27 日 

指定管理施設所管局長 様 

総 務 局  長  

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした指定管理施設に 

おける利用キャンセル時の対応について（通知） 

  

新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイルス」という。）に関

し、令和２年２月 22 日の本市感染症対策本部会議において、イベント、行事

の開催に関する本部長指示があったところです。  

施設所管局においては、本市以外が主催するイベント等の開催可否につい

て、改めて主催者に検討を依頼するよう指定管理者への要請方よろしくお願

いいたします。  

また、指定管理施設における利用キャンセルがあった際の対応を、下記の

通り、市として統一的に実施することといたしましたので、貴局内関係職

員、指定管理者、施設利用者に周知いただきますようお願いいたします。  

 

記  

 

１ 指定管理施設における実施内容 

  利用者が施設利用の中止または延期を行った場合、キャンセル料を不要 

とします。利用者が指定管理者に対し、すでに支払った利用料金は返金対

応を行うこととしてください。 

  上記 の返金相当額および、キャンセルに伴う未収相当額については、

市が指定管理者に対し全額を補填します。市からの補填にあたっては別途

予算措置を行う予定です。 

 

２ 対象施設 

事前予約が可能な貸室、貸スペース等の場所貸しを実施している市の指定

管理施設 

 

３ 返金を行う対象期間 

令和２年２月 23 日（日）～令和２年３月 15 日（日）までの間の利用分 
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４ 留意点 

  本通知は、イベント等の開催について、一律の自粛要請を行うものでは

ありません。 

  市から指定管理者に対する補填方法については、別途通知します。 

  イベントを実施する場合は、これまでの本部長指示事項を参考にし、感

染拡大防止に努めてください。 

 

５ 参考（別添） 

令和元年度第３回札幌市感染症対策本部会議（令和２年２月 22 日実施） 

本部長指示事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：総）改革推進室推進課 

田代、藤原 ℡：211-2061 
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令和２ 年２ 月27日 

_City of Sapporo

報道機関各社 様 

（ 新型コロナウイルス関連）  

指定管理施設の利用キャンセルに伴う利用料金の返金等について 

 札幌市では、 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、 札幌市の指定管理施

設の利用予定をキャンセルした場合、 施設利用料金の返金等を行うこととしました。

つきましては、 市民の皆様への周知にご協力賜りますよう、 何卒よろしく お願いいた

します。  

なお、 この措置はキャンセルされた利用料金の返金について定めたものであり、 札

幌市以外が主催するイベント 等の開催について、 一律の自粛要請を行うものではあり

ません。  

１  対象施設（ 市有施設）  

事前予約が可能な貸室、 貸スペース等の場所貸しを実施している市の指定管理施設 

■  ■  ■  ■  札幌ドーム 市民ホール 札幌コンサート ホールKi tara 教育文化会館 

■  ■  ■  市民交流プラザ コンベンショ ンセンター 札幌駅前地下広場 

■  体育施設（ 月寒体育館・ 星置スケート 場、 月寒屋外競技場・ カーリング場・ 中央体育

館・ 区体育館・ 中島体育センター等）  ほか、 計223施設

２  対象期間 

 令和２年２ 月23日（ 日） から令和２ 年３ 月15日（ 日） までの間の利用分 

３  施設利用料金の取扱い 

利用者が施設利用の中止または延期を行った場合、 キャンセル料を不要としま

す。 利用者がすでに支払った利用料金は各施設において返金対応を行います。  

４  利用料金返金等の背景 

  札幌市では、 令和元年度第３ 回札幌市感染症対策本部会議（ 令和2年2月22日開

催） における本部長指示にて、 札幌市が主催するイベント 等について、 当面３ 週間

程度、 原則中止または延期としたところです。  

また、 札幌市以外が主催するイベント 等についても、 開催の可否について主催者に

検討を依頼していることから、 市長指示により、 上記のとおり返金対応としたもので

す。  

問い合わせ先 

総務局改革推進室推進課 満保(みちやす)・ 田代（ たしろ）  

電話： 211-2061 
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令和 2年（2020 年）2月 29 日 

第４回札幌市感染症対策本部会議資料■市民文化局 

【市民文化局】新型コロナウイルス関連肺炎への対応について 

 

 

 

施設の一時休館 

(1) 休館する施設 

・札幌芸術の森美術館、同工芸館、佐藤忠良記念子どもアトリエ 

・本郷新記念札幌彫刻美術館 

(2) 休館期間 

令和２年２月２９日（土）から３月１５日（日）まで 

 

 

 

29



30



令和２年２月 29 日 

札幌市子ども未来局 

子ども未来局 所管施設の休館・休止状況等 

 

○児童会館、ミニ児童会館 

  ２月 28 日（金）～３月６日（金） 

 全館休館 

  ３月７日（土）～ 

   児童クラブのみ実施（通常通り日曜日は休館） 

    ※感染拡大の観点から、保護者に可能な限り在宅での保育を求めた上

で、保護者が仕事を休むことができず留守番が困難であるなど、やむ

を得ない場合は受け入れます（児童クラブ登録児童以外は利用でき

ません） 

 

○こども劇場「やまびこ座」、こども人形劇場「こぐま座」 

  ２月 28 日（金）～３月６日（金） 

 休館 

 

○子育てサロン（ちあふる、子育て支援総合センター） 

  一部利用制限（遊具（おもちゃ・絵本）の使用を禁止等）をした上で開館 

   ※相談機能や子育てに疲れた親子の居場所としての役割があることから、

感染症対策に最大限の注意を払った上で開館します 

 

○その他 

 公立保育所、認可保育所の保護者に向けて、以下の点について協力をお願いし

ています。 

 ・当面３月７日（土）までの間、保護者が家庭で子どもを監護できる場合には、

家庭での保育についてご検討いただきたいこと 

 ・利用児童や施設職員が新型コロナウイルスに感染した場合には、感染された

方の状況により施設の全部又は一部の休園を行い、必要な対策を講じること

となること 
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2020.2.29 経済企画課 

 1 / 2 

新型コロナウイルス関連の対応について【経済観光局】 

１  専用相談窓口「新型コロナウイルス肺炎に対する緊急経営相談窓口」 

(1) 1/29 より中小企業支援センター内に開設 

(2) 相談件数 

2/14 現在 13 件 
↓内訳（括弧内は件数） 

来所(２) 電話(11)  

宿泊業(５) 飲食業(２) 旅行業(１) 等 

2/28 現在 

※開設 1か月 
121 件 

 

来所(38) 電話(83) 

飲食業(42) 宿泊業(24) 小売業(８) 運輸業(７) 

旅行業(６) 理美容(５) 等 

2/14～28 108 件  

(3) 体制の強化 

相談件数の増加に応じて 3/2 より相談員を２名増員し６名体制とする 

２  制度融資「新型コロナウイルス対応支援資金」 

(1) 概要 

2/7 創設、売上が減少し運転資金等の資金繰りに苦慮している中小企業者等への

支援のための融資（資料:別添①） 

(2) 認定書の交付 

2/28 現在 13件（←2/14 ０件） 

飲食業４件、宿泊業 ３件 その他 建設業・運輸業・卸売業・小売業 等 

※認定書＝融資対象条件（売上 10％減等）への適合を認定 

※認定書の交付後、金融機関に融資を申し込み、審査等を経て融資実施 

（融資実施までの期間は最も短い場合で１～２週間だが案件により異なる） 

３  新規 テレワーク導入等の就業環境の整備に関する相談を開始（3/4～） 

３月４日より中小企業支援センター内「さっぽろ人材サポートデスク」で、テレワ

ーク導入等の就業環境の整備に関する相談を実施（毎週水・金曜日） 

（資料：別添②） 
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2020.2.29 経済企画課 

 2 / 2 

４  各経済関係団体への要請（2/27～28） 

(1) 趣旨 

札幌市立小・中学校等の臨時休業等により休暇の取得が必要となる従業員の方々

がでてくることも予想されることから、市内中小企業者等において、経済的な不利

益が生じない休暇取得等、従業員が休みやすい環境整備へ配慮いただくよう、各経

済関係団体に対し周知を要請 

(2) 要請先 

ア 経済団体：６団体（札幌商工会議所、北海道経済同友会、北海道経済連合会、北

海道商工連盟、北海道中小企業家同友会、北海道中小企業団体中央会） 

イ 業界団体等：120 団体 

(3) 要請した各団体の加盟等企業数 

約 45,000 社 

※団体ごとへの要請を行っているため、企業数については、複数団体に加盟等して

いる場合の重複の可能性あり 

５  その他 

週明け以降、業務に差し支えない範囲において時差通勤を開始 
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令和２年２月 28 日 

 City of Sapporo  
 

報道関係各社 様 
 

新型コロナウイルス感染症に係る対応に伴う 

テレワーク導入等の就業環境の整備に関する相談の開始について 
 

札幌市では、人材確保に課題を抱える市内の中小企業者等を対象として、本年２月３日、

札幌中小企業支援センター内に新たな窓口「さっぽろ人材サポートデスク（略称：ひとサ

ポ）」を開設しました。 

この度、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本方針において、企業に対してテレワ

ークや時差出勤の推進が呼びかけられたことから、「さっぽろ人材サポートデスク」におい

て、新たにテレワークの導入や休業補償等の相談への対応を開始しますので、お知らせし

ます。 

 

１ 概要 

(1) 開 設 日：週２回（水、金） 9:00～12:00 13:00～16:00 

(2) 開設場所：中央区北１条西２丁目 北海道経済センタービル２階 

 札幌中小企業支援センター内「さっぽろ人材サポートデスク」 

 電話：011-200-5511  FAX：011-200-4477 

(3) 内  容 

 ・テレワークや時差出勤の導入等、就業環境の整備などの取組や、休業補償などの労

務面でのアドバイスを実施※初回は３月４日（水） 

・社会保険労務士などの専門のアドバイザーを配置（原則予約制での対面相談、電話

相談も可） 

(4) 運  営：一般財団法人さっぽろ産業振興財団 

  

２ 実施期間 

  令和２年（2020 年）３月 31 日まで 

  ※次年度（令和２年度）の開設日（曜日・頻度）については、状況を見て検討します。 

 

３ 参考 

・「さっぽろ人材サポートデスク」では、毎週月曜日に人材確保のための窓口を開設し、

効果的な求人方法、採用計画をアドバイスしています。 

・札幌中小企業支援センターでは、１月 29 日から「新型コロナウイルス肺炎に対する緊

急経営相談窓口」を開設し、「新型コロナウイルス対応支援資金」など融資相談にも対

応しておりますので、ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 【問い合わせ先】 

経済観光局産業振興部商業・金融支援担当課 

担当 守屋・近藤  電話：211-2372 
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札幌市

社会保険労務士などの専門のアドバイザーが相談
に応じ、課題解決を図ります 
※求人へのアドバイスや「札幌市就業サポートセンター」への

求人情報の登録もお手伝い 
※人材紹介や就職あっせんは取り扱っていません。

〔時 間〕9:00~12:00 13:00~16:00
〔対 象〕市内の中小企業経営者（個人事業主のかたも含みます）

【お申込み・お問い合わせ先】

一般財団法人さっぽろ産業振興財団（運営先）
札幌中小企業支援センター
（中央区北1条西2丁目 経済センタービル2階）

TEL 011-200-5511 FAX 011-200-4477
H P https://chusho.center.sec.or.jp

人材確保窓口

（ひとサポ）

＜委託元 札幌市経済観光局産業振興部商業・金融支援担当課 TEL:011-211-2372＞

《相談内容》
○求人を出しても応募者

が少ない
（効果的な求人方法）

○求職者の心に響く自社
の魅力が分からない
（魅力再発見）

など、人材確保について
の相談

《相談内容》
○社員の定着率が上がらない
○テレワークを導入し、在宅勤務にも

対応したい
○時差出勤を導入するため、就業規則

を見直したい
など、職場環境の整備についての相談

月曜日 水曜日・金曜日
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令和２年（2020 年）２月２７日   

 

  報道機関各社 様 

 

札幌市下水道河川局   

 

 

「札幌市下水道科学館」の一時休館のお知らせ 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、「札幌市下水道科学館」を２月２８日（金）

から３月８日（日）までの間、休館としましたので、お知らせいたします。 

 

 
１ 休館する施設 

名称：札幌市下水道科学館 

  所在：札幌市北区麻生町８丁目 

 

２ 一時休館期間 

  令和２年２月２８日（金）から３月８日（日）まで 

  なお、３月９日（月）は通常の休館日のため、３月１０日（火）から開館する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

下水道河川局経営管理部経営企画課長 田口 浩司 

電話：818-3452 
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     R2.02.29 

新型コロナウイルス感染症への教育委員会の対応について 

 

１ 市立学校の休校 

   臨時休校の実施 

校種 休業期間 
休業日数 

※15 日（日）までの実質 

小中学校 
令和２年２月 28 日（金）～３月 13日（金） 

※延長前の期間：令和２年２月 28日（金）～３月６日（金） 
17 日間 

特別支援学校 
令和２年２月 27 日（木）～３月 13日（金） 

※延長前の期間：令和２年２月 27日（木）～３月６日（金） 
18 日間 

高等学校 令和２年３月２日（月）～３月 13日（金） 14 日間 

⇒臨時休業期間中、児童生徒が人の集まる場所等への外出を控え、基本的に自宅

において家庭学習等を行うよう、保護者へ依頼 

⇒小学校 199 校、中学校 97 校、中等教育学校１校、高等学校 7校、 

特別支援学校５校 

 

２ 高等学校・中等教育学校の卒業式 

令和２年３月 1日（日）から３月２日（月）へ延期 

  ⇒実施にあたっては、感染拡大防止措置を講じるとともに、必要最小限の人数に 

限って開催するよう高等学校・中等教育学校へ周知 

 

３ 札幌市青少年科学館 

臨時休業を実施（令和２年２月 28 日（金）～３月８日（日）） 

   ※３月９日（月）は通常休館日 
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