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平素よりセンターの運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 
さて，2020 年 4 月 20 日付けで「新型コロナウイルス感染防止のための北海道大学

の行動指針（BCP）」が「レベル３」に引き上げられたことを受け，皆様には同日付け
で当センターの対応をお知らせしておりました。しかし，当面の期限といたしました
5月 6日を超え，5月 11日まで本学のBCPレベル３が延長されることになりました。
つきましては，5 月 7 日～11 日の期間にいただいておりました利用予約を原則キャン
セルとさせていただき，本センターの対応も下記の通り 5 月 11 日まで延長すること
といたします。 
尚，5 月 11 日以降の本学の BCP レベルについては，同日開催の本学新型コロナウ

ィルス感染症対策本部会議で決定される予定ですが，レベル３がその後も維持された
場合には，切れ目の無い運用のために当面そのまま本対応を継続することとし，新た
な期限を含むその後の当センターの対応方針について，すみやかに決定してお知らせ
するようにいたします。 
ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 
【本学 BCP レベル３に伴う GFC 業務対応方針（5 月 1 日改定）】 
 
１．以下の業務を停止します 

 GFC が管理する全てのオープンファシリティ装置の利用 
 設備市場サービスの利用 
 試作ソリューションサービスの学外機関からの利用 
 機器分析受託サービスの新規受付による利用 

 
２．以下の業務は継続します 

 GFC の全てのサービスに関する 5 月 12 日以降の利用予約受付 
 GFC 総合システムへの利用者等登録 

 
３．その他詳細 

 GFC 以外の施設が管理する装置の利用および予約については、停止する装置のリ



ストを GFC の Web ページにて随時ご案内します。それ以外の装置については各
装置責任者の判断・指示に従ってください。 

 試作ソリューションサービスの学内利用については、サービス提供部局の判断・
指示に従ってください。 

 5 月 11 日までの GFC 管理装置および機器分析受託に関する利用予約・利用相談
はすべてキャンセルします（キャンセル料金は発生しません）。 

 利用再開に関しましては、GFC の下記 Web ページでご確認ください。 
https://www.gfc.hokudai.ac.jp/  

 
 
To all registered members of the GFC Integrated System 
To all users of Open Facility Service 
To all users of the Instrument Analysis Service 
       Director of GFC 
       Hiroshi Amitsuka 
 
Thank you very much for your understanding and cooperation in the operation of GFC. 

As of April 20, 2020, the "Hokkaido University's Action Guidelines (BCP) for the Prevention of 
New Coronavirus Infection" was raised to Level 3. In response, the GFC informed the Center's user-
support policy on the same day. However, Hokkaido University has decided to extend the BCP Level 
3 until May 11, beyond the initial deadline of May 6. In this regard, the reservations accepted for 
May 7-11 will be cancelled in principle, and the GFC user-support policy for the following services 
will be extended until May 11. 

The University's BCP level after May 11 is scheduled to be decided at a meeting of the University's 
New Coronavirus Infection Control Headquarters held on the same day, but if the level 3 is 
maintained after that, we will continue this guideline for the time being in order to ensure 
uninterrupted operation, and we will make our new decision on the GFC user-support policy, 
including a new deadline, and notify you as soon as possible. 
Thank you very much for your understanding and cooperation. 
 

【GFC User-Support Policy for BCP Level 3 (revised on May 1)】 

1. The following operations are suspended 
Use of all open-facility equipment managed by the GFC 
Use of Equipment Market Service 
Use of Prototypal Machining Solution Service from non-academic institutions 



Use of new applications for Instrumental Analysis Service 
 
2. The following duties will be continued 

Reservations for all GFC services from May 12 onwards 
Registration of users, etc. in the GFC Integrated System 

 
3. Other details 
For the use and reservation of equipment managed by non-GFC facilities, a list of the equipment to 
be shut down will be posted on the GFC web page from time to time. For other equipment, follow 
the judgment and instructions of the person in charge of each instrument. 

For on-campus use of prototypal-machining-solution services, please follow the judgment and 
instructions of the department providing the service. 

All appointments and consultations for GFC management equipment and instrumental analysis 
until May 11 will be cancelled (no cancellation fee will be charged). 

Please refer to the following GFC webpage for information on resumption of use. 
https://www.gfc.hokudai.ac.jp/ 


