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新型コロナウイルスの最新の動き（４月４日付） 

在モントリオール日本国総領事館 

 

◎在留邦人の皆様へのアンケート調査のご協力のお願い 

モントリオールアカデミー会は，当地に滞在する在留邦人の皆様に対する健康・医療情報提供サービスを検討してい

ます。このサービスを立ち上げるための前提として，皆様に対してアンケートの協力依頼がありました。つきましては，

以下のアンケートフォームへの入力・送信をお願いしたく，ご協力いただけますと幸いです。 

・アンケートフォーム（COVID 邦人支援プロジェクト ニーズ調査） 

https://forms.gle/UXfkpQDu4V8EQSsv9 

 

※３月３１日付で「全世界に対する感染症危険情報の発出（レベルの引き上げ又は維持）」が発出されております。こ

れによりカナダは感染症危険情報レベルがレベル３（渡航は止めてください。（渡航中止勧告））に引き上げられまし

た。詳しくはこちらをご確認ください。→ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0330.html 

 

●当館管轄州における感染者数の現状（４月４日１５時現在，各州政府 HP・記者会見から引用） 

 陽性* 死亡 検査中 検査済（陰性） 

QC  ６９９７（+８９６) ７５(+１４)   ３８７９ (-３５４) ８３２３０ (+５７６１) 

(MTL) ３２６１ (+４２４) - - - 

NB ９８ (+３) - - ５００５ (+９９) 

NS ２３６ (+２９)  - - ８９６４ (+７３０) 

PEI ２２ (0) - ２６４  ９８２（＋１６９）  

NL ２０３ (+８) １ (0) - ３１８３  

（注：括弧内は前日比） 

*当館管轄州は「確定」「推定」の分類ではなく，「陽性（Positive）」「陰性（Negative）」のみの分類表記となった。陽性

者の急増は，かかる表記変更に基づくところがあるので要留意。 

**治癒数は，主に州政府による記者会見時の口頭での発表に依拠するため，各会見記録を参照。 

 

◎在モントリオール日本国総領事館では，４月１日（水）より当面の間，以下のとおり領事窓口の開館時間を短縮して

います。  

【変更前】 ９：００～１７：００（昼１２：３０～１３：３０を除く）  

【変更後】１０：００～１５：００（昼１２：３０～１３：３０を除く）  

※９：００～１０：００及び１５：００～１７：００につきましても，電話照会（緊急の場合）・メール対応を実施します。  

※開館日については，変更ありません（現在のところ，土日祝日を除く平日は開館しています）。  

 

◎伊澤総領事からのメッセージ 

ケベック州，大西洋州の邦人の皆様へ 

ルゴー・ケベック州首相の要請によりケベック州で徹底的な自主隔離が始まってから３週間がたちました。大西洋各

州でも同様な措置が講じられています。 

https://forms.gle/UXfkpQDu4V8EQSsv9
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0330.html
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それにもかかわらず，ここモントリオールでは感染が日毎拡大し，その拡大の規模，スピードが余りに大きいことか

ら，正直小官自身も心理的に圧倒され，不安になる時があります。同様な不安をお持ちの方も少なからずおられると

思います。 

他方，幸いなことに，これまで当館が把握する限り，これほどの感染拡大にもかかわらず，この地域において邦人

の方々に感染者が出たとの報告は受けていません。これは何よりも，邦人の皆様各自がこれまで取ってこられた自衛

策が奏効していることの証だと思います。３週間になる感染拡大の中で，この結果はとても重要だと思います。 

感染拡大が今後どうなるのか残念ながら予断を許さない状況が続きますが，感染を巡る基本的な事情は変わらな

いと思います。従って，皆様が自衛のためにこれまで取られてきた対応を自信をもって続けて頂くことで，是非皆様無

事に，この危機を乗り切って頂きたいと思います。 

 

◎在カナダ日本国大使館 HP では，カナダ→日本の直行便に関する状況を含めた「日本・カナダ間の渡航に関する

情報」を随時更新しておりますので，ご参照ください。 

https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html 

 

◎自宅待機中の健康上の心がけ（３月２６日付 在カナダ日本国大使館 藤川医務官からのアドバイス） 

１ 規則正しい生活の遵守 

精神面が落ち込む，身体に何らかの影響があり得るため，可能な限り，起床・食事・睡眠について，通常どおり，規則

正しい生活を守る。また，引きこもって運動不足になりやすいため，自宅内で体操等，意識的に身体を動かすと良い。 

２ 友人・知人等とのコミュニケーション維持 

精神面の不安を和らげるため，電話，テレビ電話等，様々なツールを活用し，いつも以上にハードルを下げて，意識的

に誰かと連絡を取り合う。 

３ 新型コロナ関連情報を見聞きしない時間を確保 

ネットニュースを追いかけ続けたくなる気持ちは分かるが，１日３０分でも良いので，新型コロナに関する情報に触れ

ない時間を作る。特に，就寝前にスマホ等でニュースを追うことは控えると良い。 

■参考リンク： 

・日本心理学会（ https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/ ） 

・筑波大学（ https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html ） 

・米国 CDC（ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html ） 

 

◎３月２４日，当地在住の日本人医師から新型コロナウイルスに関するヒアリングを行った結果を以下のとおり当館

ホームページに掲載しました。 

■当該リンク： https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/Coronavirus_Doctor.pdf 

 

◎３月２３日からモントリオール市内（Place des festivals (Quartier des spectacles), Entrée au coin de la rue St-

Urbain et boul. de Maisonneuve）において予約不要のウォークイン検査施設が設置されているので，この付近を移動

される際にはご留意願います。 

■関連リンク： https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/  

 

https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html
https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/
https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/Coronavirus_Doctor.pdf
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
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※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。 

【１ カナダ全般】 

（１）（４日）１１時１５分，トルドー首相が定例記者会見を行ったところ，要旨は以下のとおり。 

●性犯罪被害者等の女性向けシェルターや児童虐待の被害者のためのシェルター支援として合計５０００万ドルを拠

出する。 

●社会的距離が守られるよう確保すべく浮浪者に対するシェルターとして１億５７００万ドルを支援する。 

●２４時間以内に中国から数百万のマスクや医療用防護服が届く。 

●カナダは必要不可欠な物資の配布やその確保のため，中国に倉庫を借りた。当該物資はカナダの航空会社のチャ

ーター機によってカナダへ運ばれる。 

●他方で，これら物資を外国に頼らずにカナダにおいて生産できるよう最大限の努力を行っている。 

●トランプ大統領とはこれまでも緊密に対話を行なってきた。カナダからも医療物資をアメリカに輸出しており，両国間

の貿易を維持することは相互利益に適う。 

●各州からのデータ提供を受けて，その統合・調整を進め，カナダ全体としての今後の見通しについて分析している。

近日中にその結果について公表できると思う 

 

（２）（４日）カナダはアメリカの保護主義に直面 

Le Canada confronté au protectionnisme américain  

https://www.ledevoir.com/politique/canada/576453/texte-trudeau 

 

【２ ケベック州】 

（１）（４日）１３時，ギボー州副首相が定例記者会見を行ったところ，要旨は以下のとおり。 

●陽性者６９９７名（前日比８９６名増），入院者４７８名（前日比４９名増），その内集中治療者は１３０名（前日比８名

増），死者１４名増え７５名（新たな死者はすべて７０歳以上）。 

●新たにケベック州内の次２つの地域を隔離地域に指定した。 

-Charlevoix 地域 

-Rouyn-Noranda 市 

●現在，ケベック州内での感染は（外国からの帰国者からではなく）市中感染の段階に入っている。 

●（麻酔薬 propofol について質問されたのに対し）いくつかの医薬品は大変高いニーズがある。 

●感染者数の今後の統計的動向については，向こう１週間が極めて重要となる。 

●常にいかなる場所でもマスクをすることは勧めない。医療関係者のためにとっておくべき。 

●一定量のマスクが入手できたが，他の医療物資の備蓄は８日間分の状況。 

 

（２）（４日）ケベック州は無駄になることを恐れて，マスクや医療着の備蓄をしていなかったため目下新型コロナウイル

スに対し困難な闘いを強いられている。 

Le Québec n'avait aucune réserve nationale de masques ou de blouses 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/576437/le-quebec-depourvu-d-une-reserve-sanitaire 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/576453/texte-trudeau
https://www.ledevoir.com/societe/sante/576437/le-quebec-depourvu-d-une-reserve-sanitaire
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（参考：４月３日１６時半現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

（参考：４月３日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 

【３ ニューブランズウィック州】 

※ ４日はニューブランズウィック州関係者による記者会見は行われませんでした。 

（州政府発表）新たに３例の感染を確認。 
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Three new cases of COVID-19 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0182.html 

（州政府新型コロナウイルス関連サイト。随時更新中。） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.h

tml 

  

【４ ノバスコシア州】 

※ ４日はノバスコシア州関係者による記者会見は行われませんでした。 

（州政府発表）新たに２９例の感染を確認。 

Twenty-nine New Cases of COVID-19 in Nova Scotia 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200404001 

（州政府新型コロナウイルス関連サイト。随時更新中。） 

https://novascotia.ca/coronavirus/ 

（感染者数の推移，地域別・年齢別・性別データ。随時更新中。） 

https://novascotia.ca/coronavirus/data/ 

 

【５ プリンスエドワードアイランド州】 

（１）（４日）現地１３時半，州保健当局が記者会見を行ったところ，要旨は以下のとおり。 

A) No new cases in PEI, total cases remain at 22, of these, 6 are now considered to be recovered. None are 

hospitalized. Another 169 negative tests have been received since yesterday. 

B) PEI continues to wait for test results to come back, so this is not a time to become complacent. 

Neighboring provinces are having an increase in cases, so concern about community transmission is 

ongoing. 

C) Do not assume PEI has passed pandemic threat. If measures are ignored now, it will create an 

opportunity for community transmission. If PEI experiences community transmission, the health system 

will struggle to maintain essential services. 

D) Cannot stop the pandemic from coming, but can slow and limit the spread. Stay home, ensure physical 

distancing for essential errands, wash hands often, self-isolate if returning to the province. Thank you to 

the majority making these tough behavior changes. 

E) During Q&A, CPHO Dr. Morrison was asked to comment on U.S. President’s decision to stop 3M 

sending masks to Canada. She mentioned that Dr. Tam was addressing that question a few minutes ago, 

and that she (Dr. Morrison) believes some of the materials they use are made in Canada and that she 

was surprised to hear that announcement yesterday. 

F) There was a question about Ch’town Airport measure, again it was repeated that it is very similar to 

controls at the Bridge, including taking down name and contact information of each traveler for a daily 

follow-up over the next 14 days. If travelers cannot be reached during the follow-up period, law 

enforcement will follow up. 

G) There was a question regarding wearing masks, or not. CPHO Dr. Morrison replied that medical masks 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0182.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200404001
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://novascotia.ca/coronavirus/data/
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should be used by medical health providers. Masks are not useful protecting asymptomatic people, they 

are useful for those who have symptoms, however those with symptoms shouldn’t be going outside. 

Wearing masks or not is a decision influenced by community transmission, which PEI does not have right 

now. 

H) One question in particular was asked in order to humanize the 22 cases so that they may be viewed as 

people and not in a negative light. There was a clarification about warnings for non-compliance. 

Warnings are given first, but charges do happen (3 so far). As regards the Premier’s previous statement 

of “no more warnings”, this was meant more as meaning the orders must be taken seriously and not as 

optional. 

I) There was discussion around the eventual lift (removal) of orders and measures (self-isolation, etc.). 

CPHO Dr. Morrison said the most important thing is to avoid lifting orders and measures too early, which 

would allow more new cases to occur. 

J) Do not think more cases won’t happen here. We are doing the right thing, but need to continue. "We are 

no means across the finish line in this pandemic. In fact, the finish line is nowhere on the horizon." 

 

6 of P.E.I.'s 22 COVID-19 cases considered recovered, Morrison says 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-heather-morrison-covid-19-update-saturday-

1.5522053 

 

（２）（４日）Gatherings of more than 5 people now prohibited, say P.E.I. RCMP 

cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-gatherings-5-people-or-more-covid-19-1.5521249 

News release: 

https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/news/2020/rcmp-reminder-non-compliance-dr-morrisons-covid-19-measures-

will-result-fines 

  

（３）（４日）Limit garbage to usual amounts: black cart and two plastic bags beside the cart; for compost, two 

paper yard bags. Weight limit of 99.79 kg for bins and a limit of 22.67 kg for extra bags. Items over these limits 

will not be collected. 

COVID-19 causing strain on garbage pickup, says Island Waste Management 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-iwmc-pickup-too-much-covid19-april-2020-

1.5520573 

  

（４）（４日）The PEI Pharmacists Association said it has not seen any insulin shortages or disruptions. 

Diabetes Canada warns against stockpiling, panic-purchasing of insulin amid COVID-19 pandemic 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-diabetes-canada-no-insulin-shortage-covid19-

1.5520315 

 

（ ５ ） （ ３ 日 ） Air Canada announced the service between Charlottetown and Halifax (from April 6), and 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-heather-morrison-covid-19-update-saturday-1.5522053
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-heather-morrison-covid-19-update-saturday-1.5522053
http://cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-gatherings-5-people-or-more-covid-19-1.5521249
https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/news/2020/rcmp-reminder-non-compliance-dr-morrisons-covid-19-measures-will-result-fines
https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/news/2020/rcmp-reminder-non-compliance-dr-morrisons-covid-19-measures-will-result-fines
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-iwmc-pickup-too-much-covid19-april-2020-1.5520573
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-iwmc-pickup-too-much-covid19-april-2020-1.5520573
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-diabetes-canada-no-insulin-shortage-covid19-1.5520315
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-diabetes-canada-no-insulin-shortage-covid19-1.5520315
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Charlottetown and Toronto (from April 1) will be suspended until June 1, 2020. Air Canada will only operate one 

daily flight between Charlottetown and Montreal (from April 6). WestJet continues service between 

Charlottetown and Toronto three days a week. 

More flights suspended at Charlottetown airport because of COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-airport-closures-covid19-less-flights-1.5520947 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】 

（１）（４日）現地１３時半，ボール州首相他が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●新規患者８名のうち東部医療地区７名，ラブラドール・グレンフェル医療地区１名。１５３件はコールズ葬儀場のクラ

スターと関連。これまで１１名が入院，３名が ICU 治療，１８名が治癒。東部医療地区:１９３名，中部医療地区:３名，

西部医療地区:１名，ラブラドール・グレンフェル医療地区:６名 

 

ボール州首相 

●児童保護施設への家族や指導官の面会について，安全確保のために引続き制限することが必要。今後もリスク管

理と人道的（便宜的）判断のバランスをとる。 

●症状が疑われる者はウェブサイトで自己診断（https://www.811healthline.ca/covid-19-self-assessment/）を

した後，８１１へ連絡すること。 

●（ラブラドール地域の完全封鎖について）現行の方針（必要不可欠従事者に限る）は変わらない。完全封鎖はソー

シャル・ワーカーの行き来を不可能にし児童保護施設等に支障がでる。またコロナ危機後の復興を遅らせる。 

 

ハッジ医療・社会福祉大臣 

●検査結果の陽性・陰性問わず自宅待機（Stay home）のガイドラインは変わらない。 

●スーパーや日用品販売店について営業時間を長くした方が安全と言える（人口密度を低く保てるため）。 

●コンプライアンス違反の報告を Facebook などのソーシャルメディアでしないこと。公式サイトのフォームを利用す

ること（https://www.gov.nl.ca/covid-19/public-report-form/）。 

●（ICU のベッド数について）現状は 50％強ほどの使用率である。不足すれば本来 ICU 用ではないベッドを回す予

定。（人口呼吸器について）ICU ベッド数に対して，50％程の使用可能率だ。今後に備えて在庫の追加をした。 

  

フィッツジェラルド州主任医療局長 

●検査の適用範囲を広げる決定。最も感染リスクの高い者（老人や既往症のある者）や，その近くで働く者に適用。

長期ケア施設などの医療施設従事者が主に含まれる。 

● いくつか地域感染が確認されていて、引き続き調査中である。 

 

（２）（３日）コロナウイルス拡大による郵送サービスの遅延に伴い、州政府から小切手で支払いを受けている住民全

員に対し（年金受給者、所得補助金受給者含む）、電子取引に切り替えるよう要請。 

申し込みフォームのリンクは online 。 

Public Advisory: Government Asking Individuals and Businesses that Receive Provincial Government 

Payments to Transition to Government Payments to Transition to Electronic Payments 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-airport-closures-covid19-less-flights-1.5520947
https://www.811healthline.ca/covid-19-self-assessment/
https://www.gov.nl.ca/covid-19/public-report-form/
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/fin/0403n04/
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https://www.gov.nl.ca/releases/2020/fin/0403n04/ 

 

（３）（３日）COVID-19 Data Hub 開設の告知（COVID-19 Data Hub）。 

Public Advisory: Provincial Government Launches Online COVID-19 Data Hub 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/flr/0403n03/ 

 

（４）（３日）４月３日のハッジ大臣、フィッツジェラルド州主任医療局長の会見の要旨。 

対人距離確保を徹底することで感染の増加を抑えるよう住民に要請。 

‘Each day we waste now will cost us,’ warns Haggie as 12 new cases of COVID-19 found in N.L. 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/daily-briefing-newfoundland-labrador-april-3-

1.5520429 

（了） 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/fin/0403n04/
https://covid-19-newfoundland-and-labrador-gnl.hub.arcgis.com/
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/flr/0403n03/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/daily-briefing-newfoundland-labrador-april-3-1.5520429
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/daily-briefing-newfoundland-labrador-april-3-1.5520429

