新型コロナウイルスの最新の動き（４月５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５日（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

７９４４（+９４７)

９４(+１９)

２８４７ (-１０３２)

８７９９２ (+４７６２)

(MTL)

３７１３ (+４５２)

-

-

-

NB

１０１ (+３)

-

-

５５４３ (+５３８)

NS

２６２ (+２６)

-

-

９５１０ (+５４６)

PEI

２２（４日現在）

-

２６４ （４日現在）

９８２（４日現在）

NL

２１７ (+１４)

１ (0)

-

３３４８

（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。
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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 StUrbain 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/
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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】
（５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。
●カナダ緊急給付金（PCU）は明日から申請の受付を開始する。銀行送金の場合３～５日，小切手の場合７～１０日
で給付を受けられる。（当館注：Canada.ca/PCU-coronavirus からオンラインで４月２４日まで申請受付。）
● （トランプ大統領の米国 3M 社へのマスク輸出制限圧力について問われ）米国とは継続して対話している。医療用
品について国産を増やせるよう最大限の努力を行なっているところ。
●カナダの基幹産業である農業及び漁業分野に就業する外国人に対する入国プログラムは停止しない。他方，入国
から１４日間自己隔離が必要。

【２ ケベック州】
（１）（５日）１３時，ルゴー州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。
●現在，陽性者は７９４４名（前日比９４７名増），死亡者は９４名（１９名増），入院者は５２５名（４７名増），その内１５４
名が集中医療者（２４名増）。
●グーグル調査によればカナダ及び米国の全６０州の中でケベックは最も自己隔離措置が守られている州の一つ。
●医療器材の確保状況は次のとおり。
－Ｎ９５マスク及び手袋：１３日分
－外科用マスク及び医療着：７日分
●現在感染者数は増加局面にある。頂点は数週間後と思っている。それが通常の活動再開にとって必要。営業が必
要不可欠とされない商業や産業は５月４日まで閉鎖状態を延長。新型コロナウイルスとの闘いは決定的な局面に入
る。カーブを平坦にして命を守らなければならない。
●本件危機後について準備を始めた。フィッツギボン経済イノベーション大臣が「青いかご(Panier Bleu)」について説
明する。これは地元での購買を奨励するもの。(https://lepanierbleu.ca/)
●以下フィッツギボン経済イノベーション大臣による説明。
－産業に対するインバクトを３つの段階で分析している。すなわち，①隔離下での活動，②物流チェーンへの影響，
③新型コロナウイルス問題後の新しい経済システムへの期待。
－「青いかご(Panier Bleu)」は地元での購買を促すものであるが自由貿易に反しない。このサービスは市民や企業
かに開かれている。特に小規模商店への支援を念頭に入れており，２５万ドルが経済イノベーション省から支援さ
れる。
●（問われ）確かに死者はまだ増えると思われるが，ドイツのやり方を参考としており，多くの感染者がいるものの死
者の数は比較的少ない。
●医薬品，医療物資，食料の対外依存を減らすため，危機後に戦略的物流チェーンを開発していく。

（２）（５日）ケベック州政府は新型コロナウイルス感染の症状がありつつも自己隔離を行わない反抗者に対し強制措
置を執る。（４月４日付保健省省令）
Isolement forcé pour des récalcitrants
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/05/01-5268083-isolement-force-pour-des-recalcitrants.php
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（３）（５日）モントリオール市は，４月５日から市内のモンロワイヤル公園とノートルダム島公園の駐車場を閉鎖。
L’île Notre-Dame et les stationnements du parc du Mont-Royal fermés
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/05/01-5268080-lile-notre-dame-et-les-stationnements-du-parc-dumont-royal-fermes.php

（４）ケベックの自己隔離措置は４月１３日以降も継続。営業が必要不可欠とされない企業・商店も引き続き閉鎖。
Le Québec «sur pause» plus longtemps, annoncera Legault
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/05/01-5268092-le-quebec-sur-pause-plus-longtempsannoncera-legault.php

（参考：４月５日１３時半現在モントリオール島地区別感染者数）
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（参考：４月５日１３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】
※ ５日はニューブランズウィック州政府関係者による記者会見は行われませんでした。
（５日）NB 州政府発表
Three new cases of COVID-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0183.html


3 new confirmed cases



101 confirmed cases in total so far (58 travel-related, 32 close contacts of confirmed cases, 5 cases of
community transmission, 6 cases still under investigation, 28 recovered)



Reminder to keep travels (running errands, etc.) to a minimum; enforcement officers are now fining
people for violating the mandatory order.

【４ ノバスコシア州】
（５日）現地１５時，マクニール州首相が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり（州保健局長同席）。
●新たに２６例の感染を確認。
●市中感染拡大対策のため検査オプションを拡大する。内容は以下：感染が確認された地域に臨時検査所の開設
（要予約），移動式検査車運用，訪問式検査部隊発足，１，０００件以上の検査結果を出すことを可能にするため明日
６日より検査ラボが２４時間体制に（詳細は以下州政府発表参照）。
●職場・企業の閉鎖について混乱があるようなので明確にしておきたいが，感染が確認された人と接触した人には保
健当局が連絡している。職場が関係していれば保健当局が雇用主に連絡し必要な措置をとっている。職場に保健当
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局からの連絡がないのは職場の感染リスクがないからであり，職場を閉鎖する必要はない。他にも企業に役立つ情
報が多く掲載されているので，州政府の新型コロナウイルス専門サイトを参照してほしい。（以下リンク参照）
●（罰金・拘束ができる警察の権力拡大により黒人，先住民，ホームレス等特定の人たちが差別されるのではとの質
問に対し）警察は要請事項を遵守しない人に対し差別なく権力を行使する。ウイルスは人を差別しない。
●（感染者がどこに住んでいるか詳細なデータがないというコメントに対し）あまり詳細なデータは個人情報保護の観
点，特定のコミュニティへの差別，また逆に誤った安心感を与えてしまう懸念がある。感染は州内全土で広がっている
と考えればよく，要請事項を皆が遵守することが重要である。

（州政府発表）
Twenty-six New Cases of COVID-19 in Nova Scotia
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200405001
Expanding Testing to Identify Community Spread
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200405003
（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/
（本日分を含むこれまでの州政府記者会見ビデオ一覧）
https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
（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/
（関連記事）
Nova Scotia to increase COVID-19 testing as cases rise to 262
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/two-hospital-workers-nova-scotia-test-positive-covid-191.5522521

【５ プリンスエドワードアイランド州】
※ ５日はプリンスエドワードアイランド州政府関係者による記者会見は行われませんでした。
（１）（４日）COVID-19 感染者数
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-19

（２）（５日）地域ごとの感染者数詳細（地図あり）。２２名感染者のうち１６名はクイーンズ地区に集中（Queen's
County）。
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-cases-demographics-1.5522487

（３）（５日）教育・医療・補助金・旅行についての詳細アップデート。
学校は４月６日からオンラインで再開（５月１１日まで登校は再開せず）。３月８日以降，海外から帰国した者，あるい
は３月２１日以降，州外から帰ってきた住民について１４日間の隔離を義務付け。
COVID-19 on P.E.I.: What's happening Sunday, April 5
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-sunday-april-4-1.5522459
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（４）（４日）ファミリーサービス PEI によるオンライングループカウンセリングで，子供から大人まで，不安やストレスへ
の対処について学べる。
Family Service PEI offering free online counseling during COVID-19
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-counselling-services-family-1.5522038

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】
（１）（５日）現地１４時，ボール州首相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１４名は全て東部医療地区で発生。１６７件はコールズ葬儀場のクラスターと関連。現在１０名が入院，３
名が ICU 治療，２８名が治癒。東部医療地区:２０７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
●（トランプ氏の３M 社のカナダへの輸出停止決定について）信じられない，怒りを通り越している。当州は人道的支
援を決して放棄せず親切で寛容な国民性を誇りに思う。同時多発テロ（９・１１）の際に世界中から多くの人々を当州が
受け入れた。

ハッジ医療・社会福祉大臣
●Social Distancing（対人距離確保）について隣人がコロナウイルス感染者だと仮定して行動すること。
●明日（４月６日），政府のオフィシャルサイトで詳細のマッピングがリリースされる予定。地域ごとの数字や検査結果
などを公表予定。
●（緊急事態の長期化による Essential（必要不可欠）の再定義について）夏頃までは引き続きコロナウイルス患者に
対処する医療サービスが主になる。しかし化学療法（Chemotherapy）を受診するガン患者が，通常の医院ではなくコ
ロナウイルスと隔離された環境で治療できるようにするなど配備が必要だ。
●（3M 社のマスク輸出禁止について）当州への詳細な影響は把握できないが，調達元を複数確保することが必要。
今後１週間の在庫はあるが，その先の入荷予定というのは確約されていないという仮定で動くことが大事。
●（検査の数が医療地域で差がある点について）感染経路の事実に基づく(Contact Tracing)，戦略的検査が重要。
テストキットを含む必要物資の在庫が限られる中，今手元にある資源を正しく有効に使うということ。東部に検査が集
中しているのは，明らかに大きなクラスターがあるため。

フィッツジェラルド州主任医療局長
●免疫疾患，既往症のある者，ホームレスなどハイリスクにある者を守るのはコミュニティ全体の責任である。

（２）（４日）４日記者会見の要旨。新規患者８件，総患者数が初めて２００人を超えた。
8 new positive COVID-19 tests announced as N.L. surpasses 200 cases
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-19-apr-4-1.5522021

（３）（５日）NL 州は検査対象を，症状の自覚のあるハイリスクの人々とその医療従事者に拡張する。全てのヘルスケ
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ア施設でウィルスを特定し，被害を未然に防ぐことが目的。長期介護施設，個人ケア，デイケア，非常用シェルター，
矯正施設，その他の居住プログラムが対象。
Testing for COVID-19 in N.L. being expanded to include high-risk populations
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-19-april-5-1.5522453

（了）
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