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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（２月１２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（2 月 12 日、各州政府 HP から） 

  感染者数

(累計） 

死亡者数 入院者数 ワクチン接種者 

（累計） 

ケベック州 274831 

(+984) 

10173  (+25)  849 (-25) 

（内 ICU 137(-6)） 

280612(+7927)  

  

（モントリオール） 100203 

(+432)  

4434(+10)   - 76091 

ニューブランズウィック州 

  

1382(+5) 22(0) 

  

6(0) 

（内 ICU 2 (0)） 

 18643(2/7 付) 

  

ノバスコシア州 1590 (0) 65 (0) 1(0)(内 ICU 1(0))  22343 

プリンスエドワードアイラン

ド州(2/9) 

114  -  -  9139 (2/10 付) 

ニューファンドランド・ラ

ブラドール州 

660(+50) 4 (0) 

  

0 (0)  

（内 ICU 0） 

14687 (2/10 付) 

  

（注：カッコ内は前日比。） 
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２ 新型コロナに関連した主な政府発表・報道等 

カナダ連邦  

２月 12日、公衆衛生庁は、水際措置の強化策の詳細について発表したところ、概要以下のとおり。 

１ 空路での入国者に対する措置 

（１）空路での入国者は、2月 22日以降、一部の例外を除き、到着空港を出る前に一度、そして 14日間の自己隔離期

間の終了に向けてもう一度、コロナ検査を受けなければならない。また、一部の限定的な例外を除き、カナダへ出発す

る前に連邦政府が指定したホテルに 3泊分を予約しなければならない。旅行者は、検査結果を得るまでの最大 3日

間、自費で当該ホテルに滞在しなければならない。 

（２）ホテルの予約情報は、2月 18日にオンラインで発表する。入国者は、カナダに到着した最初の都市におけるホテ

ルを予約する必要がある。到着時の検査で陰性の結果が出た場合は、最終目的地までの接続便に搭乗することが出

来る。カナダ政府はバンクーバー、カルガリー、トロント及びモントリオールの 4国際空港の近隣に複数のホテルを用意

する。滞在費は、それぞれの場所においてわずかに異なる。 どのホテルに滞在・予約するかは入国者が選べる。滞在

費は、部屋、食事、クリーニング、感染防止・制御策、セキュリティ及び移動にかかる費用を含む。 

（３）これらの措置は、これまでの措置に追加的に行われるものである。 

  

２ 全ての入国者に対する措置（陸路及び空路） 

（１）全ての入国者は、2月 22日以降、陸路の国境を超える前又は航空機に搭乗する前までに、隔離計画を含む移

動・コンタクト情報を、ArriveCAN を用いて電子的に提出しなければならない。 

（２）また、（14日間の）自己隔離期間中は毎日、電子的に、コロナに関連する情報を提出しなければならない。 

（３）自己隔離場所が適切とみなされるためには、入国者は、病院又は長期療養施設で働く者、65歳以上の者及び免

疫系に疾患のある者又はより重篤な疾病のリスクのある者を含むリスクの高い者と滞在してはならない。 更に、入国

者は、家族のうち、一緒に旅行しなかったものとの接触を避けなければならない。 
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（４）カナダ政府は、カナダ国民に対して、国外への不要不急の渡航をキャンセル又は延期するよう強く推奨する。外国

人も同様に、カナダへの渡航計画をキャンセル又は延期すべきである。今は渡航をすべき時ではない。 

 

【カナダ政府関連ＨＰ】 

https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/02/government-of-canada-expands-restrictions-to-

international-travel-by-land-and-air.html 

https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/02/additional-testing-and-more-stringent-quarantine-

requirements-for-travel-to-canada.html 

 

ケベック州 

Le retour à l’orange risque d’attendre après la relâche 

Le gouvernement Legault craint tellement les nouveaux variants qu’il envisage de prolonger les restrictions 

dans les zones rouges actuelles jusqu’au retour de la relâche, en plus de limiter les déplacements entre le 

Québec et l’Ontario. Malgré la baisse du nombre d’hospitalisations (moins de 900 en date de jeudi) et la 

diminution du délestage (27 % de chirurgies reportées), la menace des nouveaux variants pèsera donc lourd 

dans les décisions à prendre. M. Legault envisage maintenant d’imposer des contrôles à la frontière avec 

l’Ontario.  

https://www.journaldemontreal.com/2021/02/11/en-direct--francois-legault-repond-aux-questions-des-journalistes-1 

 

大西洋４州 

Public Advisory: 100 New Cases of COVID-19 in Newfoundland and Labrador 

February 11, 2021 

In light of the changing COVID-19 situation, Public Health is now asking anyone experiencing one single 

symptom of COVID-19 to get tested. Due to the rapidly evolving nature of the investigation in the metro area 

and the ongoing detection of new cases among students in Grades 7-12 and their contacts, Public Health is 

advising anyone who participated in the following events on the specified dates and times listed below to self-

isolate for 14 days. 

 Students in Grades 7-12 and other individuals who attended parties or gatherings of 10 or more people 

with these students in the metro area on February 5-7; 

 Students in Grades 7-12 and other individuals who played team sports with students in the metro area 

on February 5-7, which includes individuals who live outside of the metro area who played on the same 

or opposing teams or played in a tournament; and, 

 Individuals who coached or assisted with team sports in Grades 7-12 who played games or practiced 

in the metro area on February 5-7. 

https://www.gov.nl.ca/releases/2021/health/0211n05/ 

 

（了） 
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