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新型コロナウイルスの最新の動き（３月１７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１７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 74 (+24) 0 2949 (-124) 4778 (+1699) 

NB 2（+1) 6 (+1) - 196 (+156) 

NS 1 (+1) 6 (+2) - 934 (+263) 

PEI 1 (0) - 106 (-) 40 (-) 

NL 0 3 (+2) - - 

＊括弧内は前日比 

 

【カナダ全般】 

（１６日）航空会社West Jetは，23日（日）23：59から 30日間国際便の運休を発表。国内線は 50%減便。 

Coronavirus: suspension de vols chez WestJet 

https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202003/17/01-5265019-coronavirus-suspension-de-vols-chez-

westjet.php 

 

【ケベック州】 

（１７日）１３時，ルゴー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。 

●現在，６３例の陽性確定者（注：市中感染に関する言及は無し。その後，１５時時点で７４例に増加。） 

●現在の検査施設数（２２か所）に９か所を追加した３１か所に増加予定。一日に数千単位での検査が可能となる。 

●ケベック州民の協力に感謝。例えば，採血への協力や医療関係者からの多くの応募などについて，感銘を受けてい

る。 

●野党党首３名とも引き続き協議を続けている。４月２１日まで国民議会を閉会するなどについて合意。 

●先ほど州財務大臣から個人・企業の確定申告の提出締め切りを延期する旨発表した。 

●財政難に直面する企業向け補償措置は，近日中に経済・イノベーション大臣が発表する。 

●若者に伝えたい。必ずしも集会禁止などの要請に従っていない例がある。韓国やイタリアなどを見ても分かるとお

り，若者の貢献は感染予防のために極めて重要。アーティストやスポーツ選手など「若手リーダー」には是非この要請

を SNSなどで発信してほしい。ケベック州政府は，「ウイルスではなく，情報を広げよう（Propage l’Info, pas le 

virus）」という広報キャンペーンを開始する。 

●感染者向け病床について，現在州では集中治療用１０００床，入院用１８０００床あり，今後一部予定されている手術

を延期すればさらなる病床増加が可能。 

Point de presse du PM Legault le 17 mars 2020 à 13 h 00 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/17/01-5265082-legault-demande-aux-influenceurs-dinterpeller-les-

jeunes.php 
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（１７日）州財務大臣は，個人・企業の確定申告・税金支払いの締切延長を発表 

Les Québécois ont jusqu'au 1er juin pour produire leur déclaration de revenus 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1670442/quebec-suspend-travaux-assemblee-nationale-impot-declaration 

 

（１６日）州政府は，今後洪水が発生した場合でも被災者向け避難施設は開放しない方針。現段階から各地方公共団

体は，現段階からホテル等の避難先を検討するように要請。 

Pas de centres pour les sinistrés en cas d'inondation, prévient Québec 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1669873/coronavirus-inondations-quebec-sinistres-hebergement-

genevieve-guilbault 

 

（１６日）１６時，ルゴー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。 

●新型コロナウイルスによる経済的影響は，①国際交易，②観光・文化，③企業投資，④株価下落の４側面におい

て顕著に表れている。 

●数日中に次の３グループを対象とした措置を発表する。すなわち，（１）自主隔離を余儀なくされた個人，（２）企業（迅

速な貸付の実施又は要すれば財政支援を実施），（３）経済刺激策（保健・医療，道路，教育分野における公共投資の

増加）。当該措置は，窓口の重複を避けるべく，連邦政府と効果的に連携していく。 

●ジラール州財務大臣を長とする経済監視委員会（Comité de vigilance économique）を設置し，迅速な具体策を講

じられる体制を敷いた。３月１４日に第一回会合を実施済み。 

●右会合において，個人向け補償措置（労働者に対する一時的支援プログラム（PATT））について決定。すなわち，労

働保険（assurance-emploi）などの救済措置の非受給者や自営業など連邦政府からの補償対象ではない個人に対し

て，週５３７加ドルを１４日間分（要すれば１ヶ月までを限度に）支給する。当該措置は，自主隔離を義務づけられた個

人にも適用。労働保険に関する通知が数日中に連邦政府から発出される。ケベック州については，カナダ赤十字ケベ

ック州支部が補償金の支給を担当する。 

●申請に必要な書式は，３月１９日からケベック州政府ホームページからダウンロード可能

（ https://www.quebec.ca/ ）。 

Programme d’aide temporaire aux travailleurs 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-

travailleurs/ 

 

（１６日）州政府，冠婚葬祭の延期を勧告。 

Québec advises against marriages and funerals All religious gatherings, baptisms, weddings, funerals of any 

denomination should ideally be suspended, unless they are essential. In this case, social distancing should be 

observed. 

https://www.journaldequebec.com/2020/03/16/en-direct-francois-legault-fait-le-point-sur-la-pandemie-de-

coronavirus 

 

【ニューブランズウィック州】 
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（１７日）ヒッグス州首相，ラッセル州保健局長による記者会見。右要旨は以下の通り。 

●新たに推定 1例。 

●今後処方箋の更新や一部の診察については来院不要とし，電話等による「バーチャル診療」へ切り替え。 

●感染者向けの病床を増やすため，一部の入院患者を病院から介護施設へ移動。 

●州議会は５月に予定されている自治体選挙の実施時期延期を決定。 

Update on COVID-19 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.03.0132.html 

 

（１６日）NB州で新型コロナウイルスに関係のない医療サービスを縮小 

Le Nouveau-Brunswick réduit les services de santé non liés au coronavirus 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1669583/reduction-services-sante-coronavirus-covid19-pandemie-

maladie-nouveau-brunswick 

 

【ノバスコシア州】 

（１７日）新たに２例推定。確認済みの感染例と関係。州政府による会見の要旨以下のとおり。 

●州内の病院で緊急を要さない診察・手術を無期限延期。 

●５０人以上集まることの禁止。 

●バーは閉鎖。 

Nova Scotia introduces new restrictions as COVID-19 cases rise to 7 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200317001 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/coronavirus-cases-total-1.5500244 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/elective-surgeries-nova-scotia-postponed-1.5500201 

 

（１７日）ハリファックス市が１８日よりバスは後ろのドアから乗降，バスとフェリーは運賃回収を休止。 

Response to COVID-19: Halifax Transit service updates 

https://www.halifax.ca/home/news/response-covid-19-halifax-transit-service-updates-0 

 

【プリンスエドワードアイランド州】 

（１７日）現地１３時半，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。 

●州内で感染者は確定１例のまま，変化無し。当該感染者が搭乗していたのは，３月７日のウエストジェット３４４０便ト

ロント―モンクトン行きであったことが判明。 

●レストランのダイニングスペース使用禁止。テイクアウト，ドライブスルー，デリバリーは継続許可（再開時期未定）。 

●バー，劇場，映画館，室内娯楽施設等は閉鎖（再開時期未定）。 

●全ての人に自宅待機を要請。 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-chief-public-health-update-daily-march17-

1.5500152 

 

（１７日）雇用主に対する州政府からの情報提供（緊急ビジネス支援等）。本件にかかる専用番号は，1-866-222-

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.03.0132.html
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https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/elective-surgeries-nova-scotia-postponed-1.5500201
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1751（平日午前８時～午後８時）。 

COVID-19 Facts for Employers 

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/covid-19-facts-employers 

 

（１７日）州政府の新型コロナウィルスよくある質問ページ。自主隔離，教育機関，妊娠，病院訪問等。 

Coronavirus (COVID-19) Infection: FAQs 

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/coronavirus-covid-19-infection-faqs 

 

（１７日）州内施設・イベント中止，閉鎖等最新情報。 

Prince Edward IslandCoronavirus 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=PE 

 

（１７日）Western Hospital Collaborative Emergency Centre (CEC)は看護師不足で閉鎖中。３月２０日再開予定。 

Western Hospital Collaborative Emergency Centre (CEC) Closure 

https://www.princeedwardisland.ca/en/alert/western-hospital-collaborative-emergency-centre-cec-closure 

 

（１６日）州政府は，「衛生非常事態宣言」を発出。新型コロナウイルス対策予算（第一弾）として連邦政府支援予算に

加えて，２，５００万加ドルを発表。 

P.E.I. Premier Dennis King declares 'public health emergency' on COVID-19 

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

1.5499470 

 

【ニューファンドランド・ラブラドール州】 

（１７日）新たに推定２例。確認済みの感染例と関係。州保健大臣は，緊急を要さない診察や手術の中止を含む最近

決定された医療関連措置は夏まで継続となる可能性を示唆。 

3 presumptive COVID-19 cases in N.L. now, says chief medical officer 

https://www.youtube.com/watch?v=webF5unCcFY 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-measures-to-continue-haggie-1.5500172 

 

（了） 
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