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I. オンタリオ州の状況 

i. 警戒レベル区分 

 

州政府による枠組み「COVID-19 Response Framework: Keeping Ontario Safe and Open」に基づき、オン

タリオ州では緑（防止）、黄色（保護）、オレンジ（制限）、赤（規制）、グレー（封鎖）の 5 色にて警戒レ

ベルを区分。 

（出所:オンタリオ州政府 COVID-19 Response Framework: Keeping Ontario Safe and Open）

 

感染者数推移、医療機関及び公衆衛生システムの収容能力を基準としており、これまでは衛生ユニットごと

に警戒レベルが定めらてきた。レベル以降の基準は以下の通り。 

 

 
（出所:オンタリオ州政府 COVID-19 Response Framework: Keeping Ontario Safe and Open — Lockdown 

Measures） 

 

https://files.ontario.ca/moh-covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open-en-2020-11-24.pdf
https://files.ontario.ca/moh-covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open-en-2020-11-24.pdf
https://files.ontario.ca/moh-covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open-en-2020-11-24.pdf
https://files.ontario.ca/moh-covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open-en-2020-11-24.pdf
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ロックダウンにおける主な規制 

・濃厚接触は家族及び不可欠なサポートだけに制限 

・家族や友人宅の訪問禁止。ただし不可欠なサポートワーカーと緊急修理担当者は訪問可能 

・屋外で開催される公開イベントや集りは、最大 10 人までに制限 

・企業や職場では、可能な限り在宅勤務を実施 

・企業は、HVAC システムの見直しを徹底し、正常に機能していることを確認 

・飲食店における屋内ダイニング、屋外ダイニング、パティオの利用は不可 

・テイクアウト、ドライブスルー、配送のオプションは引き続き利用可能 

・すべての屋内ジムとレクリエーションプログラムは閉鎖 

・フードバンク等コミュニティサポートのために市が運営するコミュニティセンターは開館 

・必須事業を除き、モールは閉鎖 

・カーブサイドピックアップを除いて、必須ではない小売店はすべて閉鎖 

・食料品売り場のある大規模小売店は、収容可能人数率を制限し営業継続可能 

・大型収容施設および必須ビジネスにおいても収容可能人数率を削減 

・すべての美容院、理髪店、ネイルサロン、タトゥー屋は閉鎖 

・会議場およびイベントスペースは閉鎖のまま 

・カジノ、ビンゴホール、その他のゲーム施設の閉鎖のまま 

・自分の生活圏外への非必須の外出は極力避け、できるだけ居住場所にいること 

・必須外出とは料品や薬局、医療機関への訪問、運動、学校への通学、育児、仕事などを指す 

 

ii. 地域区分 

オンタリオ州は 36 の衛生ユニット(Public Health Units)に区分されている。上記の基準に則り、2020

年 12月 25 日までは各ユニットごとに警戒レベルが定められていたが、12月 26 日～2 月 9 日まで、全

州に「グレー（封鎖）」が適用、ロックダウンが施行されている。 

 

 

（出所：オンタリオ州政府「All Ontario: Case numbers and spread」） 

https://covid-19.ontario.ca/data
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全州にて警戒レベルが同一となって以来、衛生ユニットごとの色分け区分は中断。ユニットごとの感染

者数分布がそれに類似した情報として常時更新されている。 

 

II. 経済活動について 

i. 再開指針 

オンタリオ州は 2020 年 4 月 27 日に「再開に向けた枠組み(A Framework for reopening Our Province) 

」を発表して以降、毎月更新を重ね、7 月 13 日に「A Framework: Stage3」を公開した。以後この更新

は止まり、時系列による段階的経済再開計画は打ち出さなくなった。 

 

(出所：オンタリオ州政府 A Framework for reopening Our Province) 

 

2020 年 11月 7 日、「安全な経済活動に向けた枠組み（COVID-19 Response Framework: Keeping Ontario 

Safe and Open）」を発表。さらにオンタリオ州一部地域におけるロックダウン施行を受け、発表か 2 週

間後の 2020 年 11 月２2 日、同枠組みは「COVID-19 Response Framework: Keeping Ontario Safe and 

Open —Lockdown Measures」へと更新された。 

 

2021 年 1 月 12 日、オンタリオ全州にて 2 度目の非常事態宣言が発令、1 月 16 日「全州閉鎖期間にお

ける公共衛生、職場安全の強化（Enhancing Public Health and Workplace Safety Measures in the 

Provincewide Shutdown）」が発表された。これは「緊急事態管理及び市民保護法（Emergency 

Management and Civil Protection Act）」、同法に基づく命令、「2020 年オンタリオ州再開法（Reopening 

Ontario (A Flexible Response to COVID-19) Act, 2020）」を組み合わせた内容となっている。 

1 月 14 日に施行された「在宅命令(Stay at Home Order)」を始め、事業活動が認められる業種、その条

https://files.ontario.ca/mof-framework-for-reopening-our-province-en-2020-04-27.pdf
https://files.ontario.ca/mof-framework-reopening-province-stage-3-en-2020-07-13-v2.pdf
https://files.ontario.ca/mof-framework-for-reopening-our-province-en-2020-04-27.pdf
https://files.ontario.ca/moh-covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open-en-2020-11-03-v2b.pdf
https://files.ontario.ca/moh-covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open-en-2020-11-03-v2b.pdf
https://files.ontario.ca/moh-covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open-en-2020-11-24.pdf
https://files.ontario.ca/moh-covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open-en-2020-11-24.pdf
https://files.ontario.ca/moh-enhanced-provincewide-shutdown-en-2021-01-16-v3.pdf
https://files.ontario.ca/moh-enhanced-provincewide-shutdown-en-2021-01-16-v3.pdf
https://www.ontario.ca/laws/statute/90e09
https://www.ontario.ca/laws/statute/90e09
https://www.ontario.ca/laws/statute/20r17
https://www.ontario.ca/laws/statute/20r17
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21011
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件等が詳細に記されている。 

 

全州におけるロックダウンは 2021 年 2 月 9日までを予定しており、終了し次第「安全な経済活動にむ

けた枠組み」を再活用するとしている。（Plan for a return to the COVID-19 response framework） 

 

ii. 事業者への規制 

A) 事業活動における規制 

すべてのビジネス、団体、施設における遵守事項として、「保健所の指示に従うこと」「物理的距離

の確保及び動線の管理」「スクリーニング」「PPE の実装」、「収容人数制限の遵守」「衛生管理の徹

底」「フェイスカバーの着用」「安全計画書の作成」が求められている。これに加え、現場にいない

と職務遂行できない従業員を除き、「在宅勤務」することが新たに義務付けられた。 

 

 

 

（出所:オンタリオ州政府 Enhancing Public Health and Workplace Safety Measures in the Provincewide 

Shutdown） 

※ 職場でのスクリーニング基準は「COVID-19 Screening Tool for Workplaces」を参照。 

※「安全計画書」の雛形は「COVID-19 Safety Plan」を参照。 

 

https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown#section-10
https://files.ontario.ca/moh-enhanced-provincewide-shutdown-en-2021-01-16-v3.pdf
https://files.ontario.ca/moh-enhanced-provincewide-shutdown-en-2021-01-16-v3.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/workplace_screening_tool_guidance.pdf
https://www.ontario.ca/page/develop-your-covid-19-workplace-safety-plan
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B) 事業活動が可能な業種 

以下に示される業種においてのみ、条件付きで事業活動が認められている。 

条件は業種によって異なるので、以下を参照。ロックダウン開始以降、非常事態宣言発令により変

更となった箇所が赤字で示されている。 

 

・サプライチェーン 

・会議、イベントスペース 

・短期滞在施設 

・飲食業 

・自動車免許教習所 

・小売業 

・サービス業 

・金融機関 

・不動産業 

・通信・ITインフラ 

・メンテナンス業 

・交通機関 

・製造業 

・農業および食糧生産 

・建設業 

・資源、エネルギー 

・コミュニティサービス 

・屋内外スポーツ、フィットネス施設 

・屋外遊具利用 

・研究機関 

・ヘルスケア、社会サービス 

・報道機関 

・エンターテイメント  

・図書館 

・競馬場（レース開催は禁止） 

・ナイトクラブ、ストリップクラブ 

（「飲食店」に該当する場合のみ） 

・動物園、水族館（一般来場は禁止） 

   

 

【ロックダウン下に事業活動が認められている業種別 公共衛生基準及び職場安全基準】 

 

 

 

 

 

 

 



オンタリオ州（2021 年 2月 8日時点） 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



オンタリオ州（2021 年 2月 8日時点） 

 

8 

 

 

 

 

 



オンタリオ州（2021 年 2月 8日時点） 

 

9 

 

 

 

 

 
 

 



オンタリオ州（2021 年 2月 8日時点） 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



オンタリオ州（2021 年 2月 8日時点） 

 

11 

 

 

 

 

  （出所: オンタリオ州政府 Enhancing Public Health and Workplace Safety Measures in the Provincewide 

Shutdown） 

 

(C) トロント市について 

⚫ 2020 年 11 月 13 日トロントの保健所より発行された「トロント市における追加措置を伴う規制」は、

その規制内容が現在施行中のオンタリオ州規制に網羅されているため、取り消された。 

⚫ トロント市保健所（TPH: Toronto Public Health）は 2021 年 1月 4 日、感染拡大の職場環境への影響

を示すために、監視ダッシュボードへの新しいコンテンツの公開を開始した。現在および過去の職場に

おける新型コロナウイルス感染に関する事業セクターごとのデータを元に、調査結果と傾向を発表して

いる。 

⚫ すべての職場における感染と確認されたケース発生は、以下の場合に限り、11 セクター毎に 1 月 7 日

より毎週木曜日に公開される。 

【開示条件】 

・ 職場において持続的に感染が続いている証拠がある場合 

・ 顕著な割合の従業員が感染拡大に関与している場合 

・ 感染拡大期間が顕著に長い場合 

・ 職場規模が大きく、プライバシー懸念のリスクが低い場合 

 

【事業セクター区分】 

1. バー、レストラン、ナイトクラブ、その他の娯楽施設 

2. イベント会場、宗教施設 

3. 診療所、理学療法クリニック、歯科医院、ウェルネスクリニックなどの非施設医療サービス 

https://files.ontario.ca/moh-enhanced-provincewide-shutdown-en-2021-01-16-v3.pdf
https://files.ontario.ca/moh-enhanced-provincewide-shutdown-en-2021-01-16-v3.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-latest-city-of-toronto-news/covid-19-status-of-cases-in-toronto/
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4. 美容院、理髪店、タトゥー屋、ネイルサロン、スパなどのパーソナルサービス 

5. レクリエーションフィットネス施設、グループフィットネスクラス、チームスポーツおよび関連イ

ベント 

6. 食料品店、薬局、モールなどの小売店 

7. 農場 

8. 食品加工工場 

9. オフィス、倉庫、出荷及び流通、建設、製造 

10. これらのカテゴリに含まれていない他の職場やコミュニティ 

11. その他 

 

⚫ TPH は州政府とともに、職場における感染蔓延を防止、管理する方法に関する広範なガイダンス文書

を作成し、推進している。特定の職場環境やセクター向けのガイダンス文書の提供も含まる。これらの

文書はすべて「Search for Guidelines & Resources」より入手可能。 

⚫ さらに、トロント市において感染の急激な増加が続いていることから、TPH は企業や組織に新しい要

件を発行した。 オンタリオ州再開法に基づいて事業を行うことを現在許可されている企業に指示書を

発行、この書簡には、感染機会をさらに食い止めるために取るべき追加の措置が概説されている。 

 

（出所：トロント市「COVID-19: Guidelines for Businesses & Community Organizations」） 

 

III. ワクチン接種計画 

オンタリオ州では 3 段階に分け、以下の優先順位にて進めて行く計画。2月 8日現在、同州は第一段階にあ

る。 

 

 
（出所：オンタリオ州政府 Getting a COVID-19 vaccine in Ontario） 

 

   

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/01/95fd-Medical-Officer-of-Health-Letter-of-Instruction-to-Workplaces-Jan-4-21.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario
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（出所：オンタリオ州政府 COVID-19 Vaccination Update） 

 

第一段階：準備パイロット 

時期：  2020 年 12月 14日～ 

オンタリオ州は、カナダ公衆衛生庁およびファイザー＝ビオテック製ワクチンの準備パイロットに

参加。 

・ フェーズ 1 でより多くのワクチンを接種するための政府計画を通知 

・ 配送、ワクチンの保管と取り扱い、診療所の管理、ワクチン接種後の監視のロジスティクスを

テスト 

・ 政府が将来の予防接種を改善に向け、予防接種を受けた人々の経験からの学習 

を目的として行われた。 

  対象：  長期療養所や病院でケアを提供する 2,500 人以上の医療従事者 

（トロントのユニバーシティヘルスネットワーク及びオタワ病院にて実施） 

 

第一段階：準備パイロット後 

時期： 2020 年 12月下旬～ 

オンタリオ州への割り当てられた以下のワクチンが 17 の病院へ配送される。 

・ ファイザー＝ビオテック製ワクチン 90,000 回分 

・ モデルナ製ワクチン 50,000 回分 

対象：・病院勤務者 

・介護施設従事者 

・リタイヤメントホーム従事者 

https://files.ontario.ca/moh-covid-19-vaccine-technical-briefing-en-january-13-2021-2021-01-13.pdf
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・高齢者の世話をする施設に関わっている者 

  

2021 年 1 月下旬以降、さらに 20の病院へワクチンが配送されて以降 

・医療従事者 

・不可欠な介護者 

・介護施設及び老人ホームの居住者 

・メティスとイヌイットの成人を含む、先住民のコミュニティに居住している先住民 

 

第二段階 

時期： より多くのワクチンの流通が可能になった段階。2021 年冬期を想定。 

対象： ・フェーズ 1における接種対象者 

・追加の集合ケア施設（シェルターなど） 

・遠隔地域に居住する 70歳以上 

 

第三段階 

時期： 予防接種を受けたいすべての国民がワクチンを利用できるようになる段階。 

倫理的枠組み（Ethical Framework for COVID-19 Vaccine Distribution）、データ、および利用可能

なワクチン供給により、この段階における優先順位付けがなされる。 

対象： 希望者全員 

 

現在カナダにて承認されている 2社のワクチン（ファイザー・ビオンテック製、及びモデルナ製）の投与計

画は以下の通り。 

 

https://files.ontario.ca/moh-ethical-framework-for-covid-19-vaccine-distribution-en-2020-12-30.pdf
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（出所：オンタリオ州政府 COVID-19 Vaccination Update） 

 

 

【免責条項】 

本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、でき

るだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益

等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。連邦政府及び

州政府、自治体による規制や各種措置は感染拡大の状況等に応じて頻繁に更新されています。最新の内容はご

利用される方が直接、連邦または各州政府にご確認されるようお願いいたします。 

https://files.ontario.ca/moh-covid-19-vaccine-technical-briefing-en-january-13-2021-2021-01-13.pdf

