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新型コロナウイルスの最新の動き（３月１６日付） 

在モントリオール日本国総領事館 

 

※以下の情報は，報道ベースのものであり，当館が情報の正確性について保証するものではありません。 

 

●当館管轄州における感染者数の現状（３月１６日１５時現在，各州政府 HP・記者会見から引用） 

 確定 推定 検査中 検査済（陰性） 

QC 50 (+11) 0 3073 (+1593) 3079 (+809) 

NB 2（+1) 5 (0) - 196 (+156) 

NS 1 (+1) 4 (+1) - 671 (+256) 

PEI 1 (0) - - - 

NL 0 1 (+1) - - 

＊括弧内は前日比 

 

【カナダ全般】 

（１６日）１３時４０分，トルドー首相が記者会見を行ったところ，右要旨は以下のとおり。 

●カナダの国境閉鎖を決定。なお，カナダ国民，永住権保持者，外交官，カナダ人家族，乗員，米国人は現状では例

外とする。今次決定は，物流には適用されない。（注：日本人の永住権保持者は例外適用を受ける。詳細確認中。） 

●国籍を問わず新型コロナウイルスの症状が出ている者は，カナダ行き航空機への搭乗不可。なお，国外滞在が長

引くカナダ人に対しては，補償措置を行う用意がある。 

●１８日以降，国際線を受け入れる空港をトロント，モントリオール，バンクーバー及びカルガリーの国際空港４カ所に

限定する。国内便，アメリカ，メキシコ，カリブ諸島（Antilles）及びサン・ピエール・ミクロン（St-Pierre et Miquelon）から

の航空便については現時点で制限なし。 

●明１７日以降，カナダ公衆衛生局が定例会見を実施する。 

●不要不急な国外渡航を控えることを改めて要請。国外にいるカナダ人には，早期の帰国を要請。全ての国民は，自

宅に留まるべきである（tous les Canadiens devraient rester chez eux）。 

 

【ケベック州】 

（１６日）１３時半，ルゴー州首相は定例記者会見を行ったところ，右要旨は以下のとおり。 

●現在，ケベック州では５０名の陽性反応が確定（注：市中感染に関する言及無し） 

●現在，約３，０００名の検査中であり，同じく約３，０００名が既に検査済み（陰性）。 

●現況に対応している医療関係者及び保育施設関係者に感謝を表明。 

●医療機関の血液不足が懸念されている。ケベック州保健省 HP に採血所住所が明記されている。是非協力を呼び

かけたい。 

●人数に関係なく，全ての不要不急な集会は控えるように要請。 

●職場においては，同僚間の距離を１～２メートル確保し，可能な限りテレワークの実施を要請。 

●国外からの帰還者及び症状が見られる人は１４日間の自主隔離を引き続き求める。それに伴う不利益に関する補

償措置を本日に発表する。 
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●公共交通機関（メトロ等）は，利用者が減った。現在，感染の可能性は低くなったと思われるため，引き続き運行を

継続。 

●医療機関への勤務希望者として，約７０００名の応募を得た。州民の貢献を誇りに思う。 

●トルドー首相と今朝も話した。先ほど国境閉鎖を表明した同首相の決定に大変満足している。 

●空港で帰国者に対する１４日間の自主隔離等の指針を引き続き周知していく。 

●検査能力は，一日当たり１，６００件から６，０００件に増加予定。 

（注：本日１６時，ルゴー州首相は，企業向け補償措置に関する記者会見実施予定（詳細は追って発出予定））。 

 

（１６日）ケベック州政府及びモントリオール市は，モントリオール空港に数十名規模の要員を配置し，帰国者に対して

１４日間の自主隔離要請等に係る対応措置の周知を図る。 

De nouvelles mesures déployées à l'aéroport de Montréal cette semaine 

https://www.ledevoir.com/politique/montreal/575044/de-nouvelles-mesures-deployees-a-l-aeroport-montreal-

cette-semaine 

 

（１６日）ケベック州感染者１名が治癒 

Le premier Québécois atteint est maintenant guéri  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/16/01-5264821-le-premier-quebecois-atteint-est-maintenant-gueri.php 

 

（１６日）ケベック州議会は，会期末を待たず明日閉会 

L’Assemblée nationale suspendra ses travaux mardi  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/16/01-5264866-lassemblee-nationale-suspendra-ses-travaux-

mardi.php 

 

（１６日）本日，ロンゲール地区に新型コロナウイルス検査施設を開設予定 

Une clinique de dépistage du coronavirus ouvre ses portes à Longueuil 

https://www.ledevoir.com/politique/montreal/575045/une-clinique-de-depistage-du-coronavirus-ouvre-ses-

portes-a-longueuil 

 

（１６日）モントリオールの公共交通・レストラン等の利用者激減の状況。 

Un lundi sans heure de pointe à Montréal 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/16/01-5264837-un-lundi-sans-heure-de-pointe-a-montreal.php 

 

（１６日）ケベック州保健省は，退職した医療関係者５，０００名の応募を受けたが，依然として不十分。 

Appel aux retraités: 5000 CV reçus au ministère de la Santé 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/16/appel-aux-retraites-5000-cv-recus-au-ministere-de-la-sante 

 

（１５日）ケベック州内の裁判所で行われる裁判は全て非公開。 

La justice à huis clos au Québec 
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https://www.lesoleil.com/actualite/la-justice-a-huis-clos-au-quebec-0f781bc2bdce61654566876aca6e86dc 

 

【ニューブランズウィック州】 

（１６日）現地１５時，ヒッグス州首相は記者会見を行ったところ，右要旨は以下のとおり（英文のみ）。 

●Dr. Jennifer Russell, Chief Medical Officer of Health 

- importance put on protecting most vulnerable citizens/emphasis on practicing social distancing/use 

technology to stay in touch with family, friends and acquaintances 

- Beware false information or panic inducing content on social media. 

- To mitigate the impact of covid-19, efforts by all: it is of primary importance to stay home when they can 

regardless of where you live or if you have traveled outside the province. 

- + 1 presumptive case (female, 20-30 years, traveler from Greece) à now a total of 5 presumptive cases 

(self-isolating at home); 2 confirmed. 

- Recommended to the Premier: public sector focus all efforts on providing critical services; private sector 

cies to encourage working from home, childcare services closed except for those who provide childcare to 

essential services workers. 

- From March 17 public establishments such as swimming pools, museums, libraries, cinemas, buffet 

restaurants, etc. are to be closed until further notice. 

●Dr. John Dornan, Horizon Health Network Chief of Staff, Ms. Nicole LeBlanc, Vitalité Health Network Regional 

Chief of Staff and Chairperson of the Regional Medical Advisory Committee 

- Reducing surgical access: only for emergency/urgent surgeries (elective surgeries: people will be contacted 

by hospital staff to reschedule, etc.) 

- Also in ambulatory clinics (often for follow-ups regarding diabetes, blood pressure, etc.): activities now 

conducted on as-needed basis 

- More assessment clinics are being opened: Only through 811 by appointment or being referred there by 

family doctor. Do NOT go there if you have doubts, call 811 first. There are now extra 811 staff. If you just 

want information, go to a reliable information website (Gov., etc.).  

- Hospitals restricted access: there might be exceptions. Please call the hospital for more details. 

- A lot of overwhelming information on the internet – true, false, always changing -. Do not check the 

situation too often, make sure you are aware of the situation - 1 or 2 hours of reliable information per day 

is enough. 

- There is a worry that there might an overuse/shortage of some hospital supplies, ex.: N95 mask, but a plan 

is in place to supervise use of medical supplies. 

●NB Premier Blaine Higgs 

- All non-essential government services will be shut down from tomorrow onward (March 17) until further 

notice; staff will be on standby, still on payroll, to be redeployed to critical service areas.  

- Daycares are closing; but there is a plan in place to insure childcare for essential service workers 

- Only a quorum of 15 members of COVID-19 all-party cabinet committee will be seating at the Legislative 

Assembly on March 17. 
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- Recommendation: Do not visit nursing homes or long-term care facilities – restrict contacts to phone calls 

and emails – to protect the most vulnerable. 

- If you are over 70 years old, please stay at home and limit your contacts with others. 

- Closed schools: teachers are setting up some online programs/activities for students to continue learning / 

breakfast and lunch programs à efforts underway, some private sector organisations  

- NB (ex.: Campabello Islands) residents will be free to move as they have done as the border between 

Canada and the U.S. is not closed.  

- NB Gov. is working on a financial-help plan to palliate the effects of the coronavirus (ex.: parents who have 

children staying at home) 

 

（随時更新）NB 州での学校・施設・営業所などの閉鎖情報 

Coronavirus Local Updates - Your local guide to the coronavirus outbreak. Get the latest advisories, updates and 

cancellations for where you live. 

https://newsinteractives.cbc.ca/localcovid19/?region=NB 

 

（１６日）８１１（医療相談番号）の要員増強 

811 capacity expanded after COVID-19 calls swamp service 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-tele-care-1.5498683 

 

（１６日）新型コロナウイルス検査所は，州内で複数開設準備中 

Alternative testing sites for COVID-19 being set up in province 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/coronavirus-covid-19-outbreak-jennifer-russell-1.5498639 

 

（１６日）州政府の勧告を受け，州内の飲食店が新型コロナウイルス感染対策を実施 

Les restaurants mettent les bouchées doubles pour prévenir la contagion 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1667842/covid-19-restaurants-prevention-contagion-nouveau-brunswick 

 

（１６日）NB 州公立学校は閉校中だが，特定の託児施設は引き続きサービスを提供 

Les écoles sont fermées au Nouveau-Brunswick, mais pas tous leurs services 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1667947/ecoles-coronavirus-covid-19-nouveau-brunswick-fermees 

 

（１５日）NB 州ショッピングセンターの営業時間を縮小 

N.B. Malls Reduce Hours Over Coronavirus Concerns 

https://huddle.today/n-b-malls-reduce-hours-over-coronavirus-concerns/ 

 

（１５日）ビタリテェ病院での訪問を制限 

Vitalité interdit les visites dans ses hôpitaux 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1667525/coronavirus-nouveau-brunswick-hopital-visite-covid 
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【ノバスコシア州】 

（１６日）現地１５時，マクニール州首相による記者会見が行われたところ，右要旨以下のとおり。 

●新型コロナウイルス感染者として，１例確定，４例が確定結果待ちの状況。 

●新たに推定となった２例は，５０代男女のカップル。最近国外から帰還した者と州内で濃厚接触（「感染者との濃厚

接触者」ではない）。詳細調査中。 

●国外からの帰還者に１４日間の自主隔離を要請したり，介護施設への立ち入り禁止などの州政府からの要請事項

を改めて周知。 

1 case of COVID-19 now confirmed in Nova Scotia, 4 more are presumptive 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-cases-1.5499151 

 

（１６日）ハリファックス市からのお知らせ。図書館は１６日より３週間の予定で全館閉館，コミュニティセンターやスケー

ト場等娯楽施設は１７日より閉鎖（再開時期未定），フェリー乗船者数は１６日より最大１５０人に制限等。 

https://www.halifax.ca/home/news/response-covid-19-municipal-services-update 

 

（１６日）ハリファックス市長，自主隔離終了。濃厚接触者も同様に陰性結果であるが，州政府の勧告に従い，在宅勤

務を継続。 

Coronavirus: Halifax mayor, staff no longer in self-isolation as test comes back negative 

https://globalnews.ca/news/6682934/mayor-self-isolation/ 

 

【プリンスエドワードアイランド州】 

（１６日）現地１３時，州主任保健局長が記者会見を行ったところ，右要旨以下のとおり。 

●現状，新たな感染者は確認されていない。 

●新型コロナウイルス感染が推定された女性が搭乗していたクルーズ船（Celebrity Summit Cruise）が特定され，同

船に同女性以外にも３名の州民が乗船していたことが判明。右３名には自宅で自主隔離を要請済み。 

●昨日は約１００名，今朝に約２２名の検査を実施。これらの情報は速やかに公表する予定。 

●州民に不要不急な外出・活動を控えるように引き続き要請。 

●複数の公共図書館は既に閉鎖され，その活動も全てキャンセルされている。 

●葬儀を予定している家庭に対しては州政府から連絡を取り，適切な方法での実施を指導。 

P.E.I.'s chief public health officer asks Islanders to consider what is essential activity 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-chief-public-health-officer-updates-covid-19-

1.5499016health-officer-updates-covid-19-1.5499016 

 

（１６日）州教育大臣は，教育機関閉校中もオンライン学習ができるよう準備を継続中と発言。 

P.E.I. schools could be teaching online by next week 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-schools-online-trivers-1.5498855 

 

（１５日）現地１８時，州主任保健局長が記者会見を行ったところ，右要旨以下のとおり。 
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●全ての公立教育機関は，３月２３日（月）～４月６日（月）まで閉校することで春期休暇を延長する。 

●デイケア施設は，３月１７日（火）から閉鎖する（期間未定）。 

●スキー場はシーズンを早め，閉鎖する。 

●観光インフォメーションセンターを閉鎖する（期間未定）。 

●依然として，感染者は１名。更なる感染者は確認されていない。 

●屋外市場やバーなどの閉鎖については未定。 

Schools and child-care centres close in light of COVID-19 on P.E.I. 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-sunday-evening-press-briefing-1.5498653 

 

【ニューファンドランド・ラブラドール州】 

（１６日）現地１４時，ボール州首相は記者会見を実施したところ，右要旨は以下のとおり。 

●まさに今が行動を起こす時である。 

●現在，依然として１件の推定例のみであり，１９３名が自主隔離を行っている状況。 

●全ての教育機関・デイケア施設を本日から閉鎖。 

●不急な病院でのアポイントメント及び外科手術を延期する。 

●病院は，子ども，妊婦及び死期の近い患者以外の訪問者立ち入りを禁止。 

'Now is the time': N.L. to close all schools, regulated child-care centres to curb spread of COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-19-march-16-nl-schools-1.5498831 

（了） 


