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当地における新型コロナウイルス感染症に関する情報（１２月１５日） 

 

在モントリオール日本国総領事館 

 

１ 新型コロナ感染者数等の状況（１2 月１５日、各州政府 HP から） 

  感 染 者 数

（累計） 

死亡者数 入院者数 

ケベック州 167276 

(+1741) 

7571 (+38)  959 (+69) 

（内 ICU 患者：125 (+3） 

（モントリオール） 58913 

(+540)  

3725 (+17)   - 

ニューブランズウィッ

ク州 

559 (+1) 8 (0) 

  

3 (0)  

（内 ICU 患者:2 (0)） 

ノバスコシア州  1426 (+6) 65 (0) 0 (0)  

（内 ICU 患者：0 (0)） 

プリンスエドワード 

アイランド州 

89 (0) - 

  

- 

ニューファンドランド・ラ

ブラドール州 

359 (+1)   4 (0)   

  

0 (0) 

（内 ICU 患者：0 (0)） 

（注：カッコ内は前日比。） 
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２ 新型コロナに関連した当地の主な報道等 

カナダ連邦 

トルドー首相会見概要（12月 15日） 

● 加政府は，Heath Canadaのワクチンの承認が得られればモデルナ社から 168,000本のワクチンを 12月末ま

でに受領することで合意。これはこれまでモデルナ社と合意していた 4000万本のワクチン供給契約の一部。 

● モデルナ社製ワクチンは超低温での保管が求められるファイザー社製ワクチンのように取扱いに幾つかの特別な

条件が必要ないことから、遠隔地への供給により適している。 

● ファイザー製ワクチンについて来週、更に約 20万本を受領する予定。また現在 14 カ所のワクチン配給拠点を

70 カ所まで拡大予定。 

 

ケベック州 

ルゴー首相記者会見概要（12月 15日） 追加規制措置について発表。ポイント次のとおり。 

【商店】（12月 25日から 1月 11日まで） 

 ノン・エッセンシャルなサービスの店舗は閉鎖。 

※ 床屋、美容院等も閉鎖。大型店での非不可欠な商品の販売を禁止。 

※ 食品店、薬局、ガレージ、金物屋、ペットショップ等は営業可。 

【オフィス】（12月 17日～1月 11日まで） 

 公務員、会社職員を問わず、基本テレワーク勤務を義務化。（例外を除く） 

【学校等】（12月 17日から 1月 11日まで） 

 小学校で対面授業を中止。予定されていた授業は遠隔で実施。 

（中等学校と同じ措置になる。） 

 保育園は閉めないが、可能であれば子供は家でみることを要請。 

 学童保育は優先サービス従業者のみを対象に開ける。 
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【警戒レベル】（12月 17日～1月 11日まで） 

 警戒レベルが黄色であった地域はオレンジに、オレンジであった地域は赤へ引き上げ。 

 （https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-

paliers-alerte-covid-19-par-region/） 

【規制緩和措置】（12月 17日～1月 11日まで） 

 公園や植物園は開放。（2 メートルの対人距離を維持。） 

 野外でのホッケーやスキーのレッスンを許可（コーチを除き 8人まで）。 

 独り暮らしの人（例えば独り暮らしの老人）は、別の１世帯（例えば家族・親族）に限り加わることができる。 

 

大西洋４州 

ニューファンドランド・ラブラドール 

'It's a landmark': 1st doses of COVID-19 vaccine arrive in St. John's 

Premier Andrew Furey said the Pfizer-BioNTech vaccine will begin to be administered Wednesday. The 

province received 1,950 doses, which means 975 people will get the vaccine for now.  

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/vaccine-arrives-newfoundland-labrador-covid19-december-15-1.5841824 

 

プリンスエドワードアイランド 

No new COVID-19 cases on P.E.I, and some restrictions could end by Friday 

The province's first doses of the Pfizer-BioNTech vaccine have now arrived on the Island and vaccination is set 

to begin Wednesday, strictly on an appointment basis at first.    

A provincial news release says the first dose of vaccine on P.E.I. will be administered at 12:30 p.m. Wednesday 

"to a frontline health care worker from the long-term care sector." 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-morrison-covid-19-briefing-dec15-1.5841883 

 

ノバスコシア 

Nova Scotia Receives COVID-19 Vaccine 

Nova Scotia received its first allotment of 1,950 doses of the Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccine today, Dec. 15. 

Due to strict transportation, handling and storage requirements, the first vaccinations will be administered in 

Halifax, where the vaccine is stored. The first immunization clinic, operated by Nova Scotia Public Health, will 

start Wednesday, Dec. 16. Those who work in the following areas will receive the vaccine this month: 

 COVID-19 units in hospitals 

 emergency departments 

 critical care units 

 birth unit and early labour unit at the IWK Health Centre 

 regional care units 

Long-term care staff directly involved in patient care in Central Zone, including designated caregivers, will 

receive the vaccine in December.  

https://novascotia.ca/news/release/?id=20201215003 

  

                                                                  以上                                                                   
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