
令和２年３月 17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」、若者支援施設は３月

19 日（木）まで全部休業または一部休業の予定（３月 20 日（金）以降は検討

中）。 

○その他 

 (1) 以下の手続き等について、郵送対応や手続期限の延長をしています。 

  ・郵送対応可：児童手当・児童扶養手当・災害遺児手当の請求・届出、 

認可保育所等の入所申請等 

  ・手続期限の一部延長：ひとり親家庭自立支援給付金等の手続き 

(2) 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。 

  ・当分の間、保護者が家庭で子どもを監護できる場合など、可能な限り家庭

での保育についてご協力いただきたいこと 

  ・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 



2020.3.17 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 中小企業への支援 

(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」 

累計相談件数:1,588 件（来所 581 件、電話 1,007 件）（1/29～3/16） 

※前回報告（2/28 現在 121 件）から 1,467 件の増 

(2) 融資制度（新型コロナウイルス対応支援資金） 

認定件数：380 件（3/16 現在） 

※前回報告（2/28 現在 13 件）から 367 件の増 

【業種】 

飲食業 127 件、小売業 47 件、建設業 32 件、運輸業 12 件、製造業２件、卸売業 25 件、不

動産業 11 件、宿泊業 17 件、医療・福祉 12 件、情報通信業４件、教育・学習支援業４件、

サービス業 87件 

２ 影響の調査 

(1) 市内事業者向け 

札幌商工会議所及び関係団体の周知協力をいただきつつ緊急調査を実施中（3/9～） 

(2) 市内宿泊事業者向け 

北海道と連携してアンケート調査を実施（3/16 結果公表：別紙） 

３ 感染拡大防止の呼びかけ 

(1) 各経済団体及び業界団体へ感染拡大につながる活動自粛等の配慮要請(3/3) 

(2) ライブバー従業員の感染確認に伴う関係団体へ感染拡大につながる活動自粛等の

配慮要請(3/9) 

４ その他 

(1) 自宅でも利用可能なサービス等を提供する市内事業者等を案内する市公式 HP を

公開(3/4) 

(2) 札幌商工会議所中小企業相談所と連携して休日相談窓口を開設（3/7～３月中の土

日祝日、４月以降の開設は未定） 



別紙



令和２年（2020 年）３月 17 日 

第５回札幌市感染症対策本部会議資料（交通局） 

新型コロナウィルス肺炎に係る交通局の対応 

１ 利用者向けの対応 

 ○地下鉄・市電の全車両の消毒の実施・延長 

  地下鉄・電車の全車両について、検査周期及び運用に合わせて、概ね５～６日に１回程

度、手すりや吊り手、保護棒をエタノール系薬剤によるふき取りを行っている。 

実施期間は、当初、３月２日（月）～３月 15 日（日）としていたが、３月 31 日（火）

まで延長。 

 ○地下鉄・市電の全車両の換気の実施・延長

  地下鉄については、車両の窓の一部を常時開放し、路面電車については、停留場におい

て、信号の待ち時間等を利用し、前後のドアを開放したままにすることで、車両の換気を

行っている。 

実施期間は、当初、３月３日（火）～３月 15 日（日）までとしていたが、３月 31 日（火）

まで延長。 

 ※ 上記２件については、実施決定時及び期間延長時に報道機関へ投げ込みを実施済。

 ○定期券発売所の繁忙期における感染予防対策 

毎年３月末から４月にかけ、通学定期券の新規購入等により非常に混雑する定期券発売

所について、以下の対応を行う。

・大通定期券発売所の案内員配置と列の整序(３月 28 日～４月 14 日) 

・当局ホームページへの購入申込書掲載(３月下旬) 

・記載台へのアルコール消毒液の設置(３月 28 日～) 

・係員による窓口及び記載台におけるアルコール消毒の適宜実施(３月 28 日～) 

 ○地下鉄の車内混雑率の公表 

  利用者が通勤する際の参考としていただくため、朝ラッシュ時間帯における地下鉄の車

内混雑率（前週の平日一週間の時間帯別平均混雑率）について、３月 18 日（水）より、

交通局ホームページにて公表を行う。

※ 公表資料のイメージは、別紙を参照ください。

２ その他報告事項 

 ○新型コロナウィルス感染拡大による地下鉄・路面電車の減収について 

感染の拡大に伴い、令和２年２月から３月までの２ヵ月間で、乗車人員の減少と乗車料

収入の減収が見込まれる。 

乗車人員の減少数
（見込）

乗車料収入の減収額
（見込）

路面電車 240,000 人程度 41 百万円程度 

地 下 鉄 5,000,000 人程度 1,015 百万円程度 







令和２年（2020 年）３月 17 日  

市立札幌病院  

新型コロナウイルス感染症に係る対応状況等について 

１ 感染症患者の受入体制について 

保健所からの指示等を受けて、新型コロナウイルス肺炎の入院患者を当院で受け入

れる場合には、一般診療とは分離された陰圧等の設備を整えた区域で行っており、一

般の患者さんと院内で接触することのないよう診療を行っている。 

 （１）感染症病棟（８床） 

軽・中等症患者を治療 

第一種感染症病棟 ２床（１床×２室）  

第二種感染症病棟 ６床（２床×３室） 

 （２）ＩＣＵ（２床） 

    人工呼吸器などが必要な重症患者を治療 

 （３）精神医療センター４階フロア（３/16 現在３床。近日中に 15 床まで拡大予定） 

    主に軽症患者を治療 

２ 感染症病棟等の受入状況（３/16 15：00 現在） 

〇 これまでの受入患者数：24 人 

〇 現在の入院患者数：11 名（うち重症者１名） 

３ 当院の感染症対策について 

〇 12/16 からインフルエンザの院内感染を防止するため、入院中の患者さんを守るた

め、原則面会禁止措置。新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から３/23「原

則禁止」から「禁止」にする予定。 

４ 新型コロナウイルス関連物資支援状況 

〇 国から道に対して支給されたもののうち、札幌市に配分されたもの。 

N95 マスク・ゴーグル・ガウン：200 セット 

〇 姉妹都市の瀋陽市からの支援 

サージカルマスク：2,000 枚、Ｎ95 マスク：500 枚 

〇 「アリババ」のジャック・マー氏基金からの日本病院会経由の支援 

ＫＦマスク（Ｎ９５と同等の高機能マスク）：660 枚 



令和 2 年（2020 年）3 月 17 日  

 第 5 回札幌市感染症対策本部会議資料（消防局）

新型コロナウイルス感染症に係る対応状況について（消防局） 

１ 申請・届出関係＜本部長指示事項①＞ 

 各種申請・届出の郵送受付、事前相談の電子メール対応 

   消防用設備等点検結果報告書などの各種申請・届出の郵送受付（郵送

受付可能申請・届出数 146）を行うこと、及び消防用設備等設置等に係

る事前相談について電子メールにて対応可能である旨を、市公式ホーム

ぺージにて公開している。 

２ 市有施設関係＜本部長指示事項②＞ 

  札幌市民防災センターの臨時休館 

  休館期間：令和 2 年 3 月 1 日（日）～同年 3 月 19 日（木） 

３ 職員の健康管理関係＜本部長指示事項④＞ 

 健康管理（検温実施等）の徹底 

   交替勤務職員は出勤前及び夜間勤務前に、毎日勤務職員は出勤前及び

就寝前に検温を実施している。 

 救急搬送体制の維持 

  ア 感染対策マニュアルに基づき、救急隊員の感染予防策の徹底を図っ

ている。 

  イ 消防局・消防署の人員を効果的かつ効率的に活用した救急搬送体制

の維持に向けた取組みを実施している。 



R2.03.17 
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 

〇臨時休業期間を春季休業の開始日の前日まで延長

校 種 臨時休業期間 変更前期間

小中学校
のぞみ分校以外 ２月２８日～３月２５日

～３月１３日

のぞみ分校 ２月２８日～３月２３日

高等学校 ３月 ２日～３月２４日

中等教育学校
前期課程 ２月２８日～３月２４日

後期課程 ３月 ２日～３月２４日

特別支援学校
山の手（小中）、豊成、北翔 ２月２７日～３月２５日

豊明、みなみの杜、山の手（高等部） ２月２７日～３月２４日

２ 分散登校の実施 

 〇小中学校は、３月１６日から分散登校を実施 

〇分散登校では、児童生徒の健康状態を確認し、メンタル面における必要なケアを行 

うとともに、学習状況を把握し、休業中の家庭学習に対する指導 

また、規則正しい生活リズムを整えるため、学校給食の提供や生活面の指導 

〇実施は、手洗いや咳エチケットのほか、教室を分けて、子どもたちの一定の距離を空

けるなど、各学校で感染症の予防対策を徹底 

〇分散登校日（※下線部は給食提供）

日時 16 日（月） 17 日（火） 18 日（水） 19 日（木） 20 日（金） 

小学校 １、３、５年 ２、４、６年 １、３、５年 ２、４、６年 春分の日 

中学校 １年 ２年 １年 ２年 春分の日 

日時 23 日（月） 24 日（火） 25 日（水） 26 日（木） 27 日（金） 

小学校 ６年のみ １、３、５年 １～５年 春季休業 

中学校 １年 ２年 １、２年 春季休業 

 〇高校・特別支援学校は、３月 16 日以降、各学校の状況に応じて実施 

３ 卒業式の対応方針 

 〇中学校の卒業式（3/13）は、保護者は参加せず、実施済 

 〇小学校の卒業式（3/23）は、保護者は参加せず、実施予定 

４ 図書施設・社会教育施設 

〇図書施設（46 施設）・札幌市青少年科学館・札幌市青少年山の家・札幌市北方自 

然教育園・札幌市視聴覚センターについては、３月 19 日まで休館 


