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新型コロナウイルスの最新の動き（４月９日付） 

在モントリオール日本国総領事館 

 

◎（７日）ケベック州は今後の見通し（モデリング）を公表。ピークは４月１８日前後に到来すると予測。 

４月３０日までに楽観的シナリオでは２９，２１２人が感染し，１，２６３人が死亡。悲観的シナリオでは５９，８４５人が感

染し，８，８６０人が死亡するとの予測値を明らかにしました。 

（ https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Scenarios-

courbes-FR-VF.pdf?1586291830 ） 

 

●当館管轄州における感染者数の現状（４月９日（木）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  10912 (+881) 216 (+41)   3270 (+433) 102463 (+3224) 

(MTL) 5262 (+487) - - - 

NB 111(+3) - - 6538 (-11) 

NS 373 (+31)  2 (+1) - 12177 (+831) 

PEI 25 (+0) - 99 (-6) 1506 (+61) 

NL 236(+4) 3 (+1) - 4390 (+241)** 

（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。 

**NL 州は陽性数も含めた検査数の合計を表示していることに留意。 

***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。 

 

◎当地で疑わしい症状が出た場合に自分でどういった対応をとるべきか等について，ケベック州が対応ガイド（Self-

care Guide）を掲載していますので，万が一の際に参考にしてください。 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-

30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885 

 

◎日本時間４月７日に発出された７都道府県を対象とした緊急事態宣言を受けて，翌８日に開催された新型コロナウ

イルス感染症への対応に関する外プレ向け記者会見（第７回）の内容を当館 HP に掲載しています（関連リンク： 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/_20200408.pdf ）。 

 

◎（４月８日）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 

昨日，ケベック州政府は，今後の感染拡大の見通しを発表しました。見通しは，欧州諸国の感染状況を参考に，楽

観的なシナリオ，悲観的なシナリオを説明しています。この１か月間，感染拡大が続いており，いったいどこまで感染

が拡大するのか，小官も含め皆様不安な気持ちをお持ちだと思います。この見通しによれば，ケベック州の感染の現

状は楽観的な見通しの範囲内にあり，また，今月の後半（楽観シナリオでは１８日頃）に感染がピークなると予想され

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Scenarios-courbes-FR-VF.pdf?1586291830
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Scenarios-courbes-FR-VF.pdf?1586291830
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/_20200408.pdf
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ています。コロナウイルスはこれまで私たちが経験をしなかった疾病であり，この未知のウイルスに関する見通しにど

れ程の科学的裏付けがあるかは正直分かりませんが，州政府という公的な立場からの，もう少しの辛抱で感染拡大

に抑制がかかるとの見通しには元気づけられます。また，ケベックの医療体制が感染の拡大に十分対応できているこ

とも心強く思います。その一方で，いずれの見通しでも，今後しばらく引き続き感染が拡大すること，そして４月末でも，

抑制されるとはいえ，感染が続くとのことであり，感染の完全収束はまだ見通せていません。完全制圧には更に時間

が必要なようです。 

前回のメッセージでも述べましたが，幸いなことに，４月８日現在，当総領事館が把握する限り，管轄地域において

邦人の方々に感染者が出たとの報告はありません。これはひとえに皆様の自衛の努力の結果です。今回の見通しを

参考にして，皆様におかれましても，引き続きこれまでの努力を継続して頂き，この危機を乗り切って頂きたいと思い

ます。 

 

◎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/ ）。 

 

※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）（９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。 

● カナダ全体の新型コロナウイルスに関するモデリングを発表した。カナダの新型コロナウイルス感染開始時期は、

他国と比べ少し遅れていた。したがって，我々は感染拡大の初期段階にある。これは我々が今後の感染カーブを決

められるということ。現在まで医療システムは機能している。最良の方向に向かうか，最悪に向かうかは我々次第。 

●カナダにおける最初のピークは春の後半で第一波が収束するには夏までかかるだろう。その後も 12 月までの数ヶ

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://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
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月間は小さな規模で感染発生がみられるだろう。 

●予測モデルでは死者は 11，000～22，000 人であるが，楽観的シナリオに向かうには皆が規則を守る必要がある。 

●最終的に普通の生活に戻れるにはワクチンの開発が必要となる。一定の経済活動は再開できてもワクチンができ

るまでは感染予防措置を守る必要がある。 

 

（２）（９日）カナダ連邦政府は，国内で４月１６日までに新型コロナウイルスに 22，580 人～31，850 人が感染し，500

人～700 人が死亡，最終的には 11，000 人～22，000 人が死亡すると予測。 

De 11 000 à 22 000 morts au pays, prévoit Ottawa  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268678-de-11-000-a-22-000-morts-au-pays-prevoit-

ottawa.php 

 

【２ ケベック州】 

（１）（９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，陽性者数は１０９１２名（前日比８８１名増），死者数２１６名（前日比４１名増），入院者数６７９名（前日比４７

名増），集中治療者数１９６名（前日比１５名増）。 

●死者は増えているがそれは予測どおりであり驚きはない。感染者数もピークまであと数日間，増え続けるであろう。

他方，入院者数と集中治療者数はモデルどおりとなっており，安定に向かっている。 

●死者の９０％は７０歳以上で，９％を６０～６９歳が占めている。つまり，死者の９９％が６０歳以上。６０歳以上は基

礎疾患を有していた方。したがって，高齢者は在宅状態を続けなくてはならない。また，若くて元気な人にとってこの事

実は安心材料であるが，若者は弱者である高齢者を訪問してはいけない。 

●次の６つの長期介護施設の状況が深刻となっている。①Ste-Dorothée (Lava)，②Centre d’hébergement de 

Notre-Dame-de-la-Merci（Montréal），③Centre d’hébergement LaSalle（Montréal），④Centre d’hébergement 

Alfred-Desrochers（Montréal），⑤CHSLD Laflèche（Grand-Mère），⑥CHSLD LaPinière（Laval） 

●経済活動の再開の検討については，ピークを待つ必要がある。そうした場合にも徐々にということになる。 

 

（２）（９日）ケベック移民省は移民受け入れ申請等の取り扱いに時間がかかっていると発言。留学生の間には，卒業

等ができず，ケベック経験プログラム（PEQ）への申請もできなくなるのではないかとの心配があり，就学許可や就業

許可の自動延長を求める声が上がっている。 

Québec prévoit des délais dans le processus d’admission des immigrants 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268659-quebec-prevoit-des-delais-dans-le-processus-

dadmission-des-immigrants.php 

 

（３）（９日）モントリオール保健局関係者によれば，モントリオールでの感染者数カーブのピークはケベック州全体より

早く，3 日後になるとの見通し。しかし入院者数は来週も上昇し，死亡者も今後数週間は増加するとの見方。 

Le pic sera atteint dans trois jours à Montréal 

https://www.ledevoir.com/politique/montreal/576665/montreal-atteindra-le-pic-de-contamination-d-ici-trois-

jours 

 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268678-de-11-000-a-22-000-morts-au-pays-prevoit-ottawa.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268678-de-11-000-a-22-000-morts-au-pays-prevoit-ottawa.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268659-quebec-prevoit-des-delais-dans-le-processus-dadmission-des-immigrants.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268659-quebec-prevoit-des-delais-dans-le-processus-dadmission-des-immigrants.php
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/576665/montreal-atteindra-le-pic-de-contamination-d-ici-trois-jours
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/576665/montreal-atteindra-le-pic-de-contamination-d-ici-trois-jours
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（４）（８日）モントリオール東部の長期介護施設（CHSLD）の半分近くが新型コロナウイルスに感染。 

Près de la moitié des CHSLD de l’est de Montréal touchés 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/08/01-5268618-pres-de-la-moitie-des-chsld-de-lest-de-montreal-

touches.php 

 

（５）（９日）第 53 回ケベック・サマー・フェスティバル（FEQ）が中止。 

Le Festival d’été de Québec annulé 

https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/le-festival-dete-de-quebec-annule-

eaa72016d5b87344833cf91c0980440e 

 

 

（参考：４月８日１７時現在モントリオール島地区別感染者数） 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/08/01-5268618-pres-de-la-moitie-des-chsld-de-lest-de-montreal-touches.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/08/01-5268618-pres-de-la-moitie-des-chsld-de-lest-de-montreal-touches.php
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/le-festival-dete-de-quebec-annule-eaa72016d5b87344833cf91c0980440e
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/le-festival-dete-de-quebec-annule-eaa72016d5b87344833cf91c0980440e
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（参考：４月８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】 

（９日）現地１４時半，ヒッグス州首相他が記者会見を実施したところ，同要旨は以下のとおり。 

●新たに３例の感染を確認。感染者数は増えているがゆっくりとしたペース。現在の遵守事項を続けてほしい。 

●今後の予測はＢＣ，ＱＣ，ＯＮ各州の予測をヒントにしたモデルであり，今後も改良を加えていく。 

●感染発生全期間中（ワクチンが開発されるまで，最大２４か月間とみられる）の死亡者数については，公衆衛生上

の対策がある場合とない場合のシナリオがある。すなわち，５５０～１，７５０人（対策あり），５，６００人（対策なし）。 

●４月３０日までの入院者数と死亡者数については，最も悲観的シナリオ（イタリア北部のデータが元），中間的シナリ

オ（イタリア全土のデータが元），ＮＢ州の現状を元にしたシナリオの３通りがある。 

●４月３０日までに，集中治療者は１３～８４人，入院者は２８～１２５人，死者は１５～１３２人と予測。 

●できるだけ死亡者数を抑えるよう努力していく。州の現状は楽観的シナリオに沿ったものとなっている。 

Projected number of COVID-19 cases 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0195.html 

（予測のプレゼンテーション） 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/Modelling.pdf 

（州政府新型コロナウィルス関連サイト。随時更新中。） 

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

s.html 

（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/gnbca/videos 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0195.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/Modelling.pdf
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://www.youtube.com/user/gnbca/videos
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【４ ノバスコシア州】 

（１）（９日）現地１５時，マクニ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。 

（ストラング州保健局長同席） 

●死亡の２例目も１例目と同じケープ・ブレトン島の病院であるが，２人の例には関係が見つかっていない。 

●この週末も検査を受けられるので，症状があれば週明けを待たずに８１１に相談してほしい。まずは８１１サイトで自

己評価を，インターネットアクセスのない人は８１１に直接電話。今週末は女性と子供向けのシェルターも開いている。 

●今後は漁師，オフショア労働者，外国人季節労働者も州に入る時は１４日間の自主隔離を義務付ける。 

●州の財政支援(Small Business Impact Grant and the Worker Emergency Bridge Fund)申請受付は明日８時よ

りオンラインで開始する。州政府のコロナウイルス関連サイトを参照のこと。 

●カナダ赤十字と協力し１１日より新型コロナウイルス関連電話相談窓口２１１を開設する。カナダ赤十字は健康相談

も受け付ける。 

●今後は州境で州内に入る目的を尋ねる。現在の措置は夏まで続くであろう（州保健局長）。 

 

Update on COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200409005 

（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 won't look at lifting COVID-19 restrictions until at least June 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/second-covid-19-death-nova-scotia-1.5527637 

 

（２）（９日）（州政府発表）２人目の死亡者はシドニーの Cape Breton Regional Hospital で，基礎疾患を持った９０代

女性。検査のためのスクリーニング対象を拡大：以下のうち２つ以上の症状があればまず８１１サイトで自己評価を；

熱，咳，喉痛，鼻水，頭痛。 

Nova Scotia Reports Second Death, 31 New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200409003 

 

（３）（９日）（州政府発表）州証券委員会が新型コロナウイルス関連ページを開設。投資家向け救済措置，詐欺に対す

る注意喚起等掲載。 

Commission Launches COVID-19 Investing Information Webpage 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200409001 

 

（４）（８日）州内最初の新型コロナウイルス関連死亡者となった患者と接触したシドニーの Cape Breton Regional 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200409005
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
https://novascotia.ca/coronavirus/data/
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/second-covid-19-death-nova-scotia-1.5527637
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200409003
https://nssc.novascotia.ca/covid19
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200409001
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Hospital 職員約３０人が自主隔離中。同患者は当初陰性であった。ストラング州保健局長は８日の記者会見で他の

地域も含め多数の医療従事者が自主隔離中であることに懸念を表明し，必要な措置をとった上でこれらの医療従事

者を通常よりも早いタイミングで現場復帰させることを検討中であると発言。 

Around 30 Cape Breton hospital workers have self-isolated due to patient with COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/around-30-cape-breton-hospital-workers-have-self-isolated-due-

to-patient-with-covid-19-1.5526882 

 

（５）（８日）バス運転士の感染に関連し，感染リスクがあったとして州保健局が３路線と日時を公表。６番（４月３日），６

２番と６０番（４月４日）。運転士組合は乗客数のさらなる制限を要求。 

（州保健局発表） 

NSHA advising of potential COVID-19 exposure on transit buses in Halifax Regional Municipality 

http://www.nshealth.ca/news/nsha-advising-potential-covid-19-exposure-transit-buses-halifax-regional-

municipality 

（関連記事） 

People on 3 Halifax Transit routes may have been exposed to COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/people-on-3-halifax-transit-routes-may-have-been-exposed-to-

covid-19-1.5527540 

 

（６）（８日）（ハリファックス市発表）税の支払いに関する情報，家庭内暴力相談窓口案内，アラート受信サービス登録

案内等。 

Response to COVID-19: Municipal service updates 

https://www.halifax.ca/home/news/response-covid-19-municipal-service-updates-5 

 

（７）（８日）ＮＳ州内の酪農家も牛乳廃棄の動き。寄付しても供給過剰を抑えきれず。 

N.S. dairy farmers resort to dumping milk amid COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/dairy-farmers-dumping-milk-quota-drop-covid-19-1.5525228 

 

【５ プリンスエドワードアイランド州】 

（１）（９日）現地１３時半，州保健当局が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

 CPHO Dr. Heather Morrison 

A) No new cases in PEI today. Another 86 negative tests were returned last night. PEI’s tests per 1 million 

are slightly above the Canadian average, due to the increased testing that has been occurring over the 

last week. 

B) The case announced yesterday evening (25th case) was from interprovincial travel (within Canada but 

outside of PEI), a man in his 50’s, from Queen’s County, at home doing well. 

C) Any Islanders experiencing any of the following symptoms: cough, difficulty breathing, fever, fatigue, 

headache, body aches, sore throat, runny nose, should get tested. Obtain a referral through physician or 

nurse practitioner, or call 811. This helps identify cases to contain spread, and provide adequate support 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/around-30-cape-breton-hospital-workers-have-self-isolated-due-to-patient-with-covid-19-1.5526882
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/around-30-cape-breton-hospital-workers-have-self-isolated-due-to-patient-with-covid-19-1.5526882
http://www.nshealth.ca/news/nsha-advising-potential-covid-19-exposure-transit-buses-halifax-regional-municipality
http://www.nshealth.ca/news/nsha-advising-potential-covid-19-exposure-transit-buses-halifax-regional-municipality
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/people-on-3-halifax-transit-routes-may-have-been-exposed-to-covid-19-1.5527540
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/people-on-3-halifax-transit-routes-may-have-been-exposed-to-covid-19-1.5527540
https://www.halifax.ca/fire-police/fire/emergency-management/hfxalert
https://www.halifax.ca/home/news/response-covid-19-municipal-service-updates-5
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/dairy-farmers-dumping-milk-quota-drop-covid-19-1.5525228
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and care. While awaiting test results, self-isolate. 

D) Yesterday another individual fined $1000 for failing to follow the self-isolation order. Bridge and airport 

screening continue, over 1000 calls a day are made to follow-up with persons’ self-isolation compliance. 

E) Going into Easter Weekend, Ground Search and Rescue (http://peisara.ca/home/about) will be present in 

parks to remind people to respect physical distancing. 

F) With the incoming snowstorm and long weekend, Islanders who want to go to the store to prepare, avoid 

crowding in lineups, respect physical distancing at all times. 

G) Other provinces have released COVID-19 modeling; PEI will do the same in the days ahead, and will 

continue to update models as the pandemic evolves here. 

H) It is important to follow all public health measures. These measures will help protect our families, 

communities and system. Do not visit people you do not live with, stay at home as much as possible. 

Connect with loved ones and make it special occasion in a different way. 

 

 Health PEI Chief Marion Dowling 

A) Cough and Fever clinics and drive-thru testing clinics are still running 7 days a week in Ch’town and 

S’side; call 811 for assessment or testing. Remain in your vehicle upon arrival until notified by staff so 

ensure physical distancing and safety are respected.  

B) Acute mental health and addiction services are available away from the ER, at a psychiatric urgent care 

clinic temporarily located in Hillsborough Hospital. 

C) Persons requiring emergency medical help will be seen at ER/Emergency Departments as usual. 

Physicians and nurse practitioners are still available to assist those with chronic on ongoing conditions, 

either in person or by telephone. Call ahead to check whether a follow-up care appointment is in place. 

 

 Q&A 

A) To a question about how restaurants are ensuring that their takeout/delivery services are safe, CPHO Dr. 

Morrison responded that under current regulations, health officers are following up if there are any 

concerns. Also, information was distributed through the Restaurant Association, and there is guidance on 

the website as well aimed at that particular group of restaurants. 

B) It was revealed that the 25th case did not self-isolate immediately upon their return to PEI. However, they 

did not go to any public places, only to a relative’s home, for example, and all persons in contact with this 

case are being tested. 

C) There was an inquiry about the 26 ventilators coming through the NESS protocol, and it was said these 

haven’t arrived yet, as Federal is reassessing the deployment of these units based on which provinces 

have the most urgent need. However, other supplies were delivered, such as gloves, different types of 

masks, etc. 

D) When asked about the level of confidence around preparedness, Health PEI Chief Dowling expressed 

satisfaction with the current situation and the preparations done. PEI is currently at 50% capacity at both 

QEH and PCH (the initial target was to reach 75%). ICU has capacity to grow from normal 15-20 beds to 

http://peisara.ca/home/about
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upwards of 40 bed spaces if necessary. 

E) CPHO Dr. Morrison responded to a testing capacity question by affirming they have not reached the limit 

of the testing capacity so far, so there should be testing available (per the above) as necessary. The 

increased capacity is working both locally and with assistance from neighboring provinces, and from the 

NML in Winnipeg. 

F) There is an ongoing debate about construction being essential or not, and CPHO Dr. Morrison expressed 

that they are working to address concerns. 

 

No new confirmed cases of COVID-19 for P.E.I. Thursday 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-morrison-covid19-update-apr9-1.5527612 

 

（２）（９日）現地１６時，州政府関係者が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

 Minister of Agriculture and Land Bloyce Thompson 

A) Regular programs and services are still available and staff are supporting clients remotely. 

B) Announcing the COVID-19 Strategic Fund for Agriculture: 750,000$ initiative includes funding under the 

Canada Agriculture Partnership. Changes in workplaces to accommodate physical distancing, doing 

more business online, COVID-19-related training, or adapting to changing markets. 

C) Addressing labor challenges, by enhancing the Farm-Student Bursary, increasing the amount of money 

paid to students who work in agriculture this year. Topped off with wages from employers, to help the 

farm community and high-school/post-secondary students looking for seasonal jobs. 

D) Job matching services to help pair job seekers and farmers.  

E) Intake dates for non-business risk management program will be delayed to allow for new preparation of 

said programs. Farmers are encouraged to enroll in business risk management programs such as Agri-

Insurance, Agri-Invest, and Agri-Stability. 

F) Partnership with local producers ADL and PEI Potatoes free care packages of milk, cheese, and a 10-lb 

bag of potatoes on Saturday, April 11, was mentioned again. Drive-thru pickup. Help Islanders in need, 

but also open to anyone. 

 

 Minister of Transportation, Infrastructure and Energy Steven Myers 

A) New partnership with Rodd Royalty Inn & Suites to make rooms available for truck drivers so they can 

practice self-isolation between trips. Truck drivers can call 902-892-2253 for booking information, parking 

directions and availability (room fees to be billed to trucking company of driver with no up-front payment). 

B) The Department of Fisheries and Oceans will delay the provincial recreational fishing season to June 

1.  Anyone caught fishing out of season will be charged. 

C) The Province of Prince Edward Island also announced it would be placing an indefinite moratorium on 

burning during the pandemic (e.g. burning leaves and branches after cleaning up the yard). 

D) Hoping that Islanders will step up to fill the void in farming and fishing industries. Some farms and 

fisheries may have already had their needs met by Temporary Foreign Workers Programs, which are run 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-morrison-covid19-update-apr9-1.5527612
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federally, and despite PEI’s best efforts to collaborate on this issue, but there doesn’t seem to be any will 

to do so, therefore these workers have been secured. For that reason, there will be strict measures to 

have foreign workers to quarantine at a central location approved by the CPHO and follow all measures 

and orders. Guidelines have been circulated to all employers this afternoon. 

 

Province supports agriculture and trucking industries 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-supports-agriculture-and-trucking-industries 

Recreational fishing season delayed until at least June 1 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/recreational-fishing-season-delayed-until-least-june-1 

 

（３）（８日）First COVID-19 case linked to interprovincial travel announced. 

Chief Public Health Officer confirms three more positive COVID-19 cases for PEI 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/chief-public-health-officer-confirms-three-more-positive-covid-19-

cases-for-pei 

 

（４）（８日）PEI Ministry of Agriculture in partnership with Amalgamated Dairies Ltd. & PEI Potatoes are offering 

free care packages of dairy and potatoes for pickup Saturday, April 11, 10 a.m. to 3 p.m. in Ch’town and 

S’side. 

Local dairy products and potatoes - free care packages. 

https://twitter.com/InfoPEI/status/1248014127999508480 

https://twitter.com/InfoPEI/status/1248015130631106563 

 

（５）（８日）PEI Government officials are providing safe spaces/options for anyone facing the possibility of 

violence at home during the pandemic. 

'We are here for you,' says P.E.I. government to those facing family violence during COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-government-update-april8-1.5526561 

 

（６）（９日）Review of the latest COVID-19 news in PEI. Provincial Government is projecting job losses to peak 

at 20,000 in May, significant reduction through the summer, to just 2,000 by August. 

COVID-19 on P.E.I.: What's happening Thursday, April 9 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-thursday-april-9-1.5527317 

 

（７）（９日）Events and measures as they happened day-by-day, and charts tracking cases of COVID-19 in PEI. 

A timeline of COVID-19 on P.E.I. 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-timeline-1.5515859 

 

（８）（９日）Charlottetown announced closures of multi-purpose courts, the skateboard park, tennis courts, 

basketball courts, and the ball hockey rink effective immediately (until further notice) to support physical 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-supports-agriculture-and-trucking-industries
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/recreational-fishing-season-delayed-until-least-june-1
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/chief-public-health-officer-confirms-three-more-positive-covid-19-cases-for-pei
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/chief-public-health-officer-confirms-three-more-positive-covid-19-cases-for-pei
https://twitter.com/InfoPEI/status/1248014127999508480
https://twitter.com/InfoPEI/status/1248015130631106563
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-government-update-april8-1.5526561
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-thursday-april-9-1.5527317
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-timeline-1.5515859
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distancing measures. 

Charlottetown closes sports courts 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-charlottetown-sports-courts-closed-1.5527361 

 

（９）（８日）Closed PEI clothing/fabric boutique owners making and selling masks for pick up to help with 

pandemic, following CDC recommendations. 

Islanders making and selling fabric masks during COVID-19 pandemic 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-fabric-masks-covid-19-april-2020-1.5526965 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】 

（１）（８日）現地時間１８時，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。 

・ボール首相 

●本日の今後の予測発表の趣旨は, 現在の医療の許容量を把握し,  調達や準備をする期間を得ること。 

● 分析チームは, カナダ衛生研究所（Canadian Institute of Health）, トロント大学, オクスフォード大学の統計や数

学の専門家チームで構成され, この１０日間, 現状のデータに基づきモデリングに努めた。 

 

・予測分析チーム・ラーマン医師 

●これまでのトレンドや感染者の発症後の結果を元に, フォーキャストを描いた。モデリングというのは, 誤った方向に

招いてしまうこともある。特に感染者の７５％を占めるコールズ葬儀場の件と死者が少ない点（２名）が統計の結果を

歪めやすく, 苦心したところだ。 

●今後必要な人工呼吸器, 人的リソース, PPE（個人用保護服）, 検査キットなどを見定める指標となる。これまでの感

染推移（trajectory）と未来予測（projection）の両方を示す。 

●（最初の感染推移について）３月２３日から増加傾向にあった感染者数は, ４月８日現在にかけてカーブが平らにな

ってきている。これは各州と比較して, ブリティッシュコロンビア州の傾向と似ている。 

●（８日現在で）５５歳から６４歳が最も感染者数が多い。しかし, ICU 患者の１８％は２０歳から４４歳の若者であり, 若

年層だからといって, 悪化しないということにはならない。 

●重症化しやすい者は, 高血圧・肥満・喘息の基礎疾患のある者である。 

●（２つめの未来予測について）短期のシナリオについて, もし現在のガイドラインに従って行動しなかった場合, ４月３

０日までに入院患者は２００名程に到達し, 現状のベッド許容量を超えてしまう。ICU のベッド数についても, ６０名程に

到達し, 現状許容量の５７を超えてしまう。ガイドラインを遵守した場合は２５名程の入院患者という見込み。 

●長期のシナリオについて, 今後２年間で住民の３２％が感染した場合（現状の速さで感染者数が増加した場合・ある

いは現在の規制が守られた場合）, １１月初旬に感染者のピークを描く。そうなった場合, 人口呼吸器やベッド数は不

足ないが, ICU のベッド数に関しては６月に許容量を既に超えてしまう。 

●同じく今後２年間で５１％が感染した場合, ９月中旬にピークを迎える頃, 人工呼吸器, ベッド数, ICU のベッド数全

てにおいて, 現状の許容量を超える。 

  

・ハッジ医療・社会福祉大臣 

●今日の未来予測は天気予報のようなもの。天気は予測しても変わっていくもので, その度に微調整することが大

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-charlottetown-sports-courts-closed-1.5527361
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-fabric-masks-covid-19-april-2020-1.5526965


12 

 

事。実際には３０日から６０日の短期の期間で予想を更新していくことが, 医療許容量の対処に役立つ。 

●万一集中治療のベッド数が足りなくなった場合に備えてのプランは, 医療地区の代表と協議している。 

 

（２）（９日）現地時間１４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４名は東部医療地区と中部医療地区。現在６名が入院，２名が ICU 治療、９６名が治癒。 

●東部医療地区:２２１名，中部医療地区:８名，西部医療地区:６名，ラブラドール・グレンフェル医療地区:１名 

・ボール首相 

●（州政府の CERB についての質問で）月額２０００ドルは来年の確定申告で課税対象になるということを仮定して受

給すること。 

●（４月２０日からのズワイガニ漁の開始についての質問で）確かに安全性の課題はある。捕獲船に乗る者，加工工

場で働く者双方にとって，対人距離確保が課題。安全に働けるための議論は必要。 

●（スーパーマーケットで働く必要不可欠事業者への手当増額の可能性について）給与増額か否かは各雇用主が決

めること。州政府としては，チャイルド・ケアの費用負担補助（週２００ドル）で補償している。 

●（ラブラドールへの移動について）原住民のコミュニティと議論を続けている。ラブラドールへの移動を，必要不可欠

な目的に限る方針は変わりない。先日，西ラブラドールの検問も強化した。 

 

・ハッジ医療・社会福祉大臣 

●法令違反の取り締まりについて，州警察（RNC）のパトロールを強化する。最初の反則については、個人で５００加

ドル、ビジネスには５０００加ドルの違反チケットを発行できるようにした。 

●（ICU ベッドが不足するという予測に対する質問について）現在９８の許容数のうち５７のベッドは空いている。今後

に備えて各医療地区の責任者と計画している。 

●（８日の予測に，州内の基礎疾患や高齢者のリスクが反映されているかという質問について）昨日の予測は，これ

までのデータを元にしているので，既にそういったリスク要因は組み込まれている。 

●（州内の移動についての質問について）州内移動のための公共交通機関は著しく減らしているが，医療受診のため

の航路などは，引き続き確保する予定。全体的には，必要不可欠な医療行為以外は，バーチャル・ケアへ移行させ

る。４００の医師が既に登録している。 

  

・フィッツジェラルド州主任医療局長 

●早めの感染経路確認のためにも，検査範囲の拡大を計画している。軽い症状の患者にもハードルを下げて，検査

を受診できるようにする予定。（記者の詳細に関する質問について）近日中に，緊急連絡先である８１１のマニュアルも

アップデートする。決まり次第報告する。 

●（４月２０日の漁業再開についての質問で）例えば，シフトで休憩するタイミングをずらすなど，安全面の確保という

点で議論しなければならない課題はある。 

（３）（９日）NL 州のピークが，他州に遅れ１１月になると予想。住民は最良のシナリオでも現状の規制に沿った生活を

強いられる。 

The hard truth: be prepared to live like this until November, says health minister 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-19-john-haggie-public-health-projections-

1.5527357 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-19-john-haggie-public-health-projections-1.5527357
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-19-john-haggie-public-health-projections-1.5527357
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（４）（９日）PPE（個人用保護服）の回収を行うボランティア団体 TaskforceNL。同団体は現在１５０万個の PPE を医

療関係者へ届けた。 

個人や企業に在庫確認を行っている。1-833-999-TASK，または taskforcenl.ca から申し込みができる。 

Blitz launched for masks, gloves, gowns, and other PPE items 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/taskforce-nl-ppe-covid-19-1.5527325 

  

（５）（８日）セント・ローレンスの長期ケア施設での最初の感染者を受けて，ビューリン半島に東部医療地区で２つ目の

ドライブ・スルー・クリニックが開業。８１１で相談の上，受診可能。 

Drive-thru COVID-19 testing now available in Burin 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/drive-thru-covid-19-burin-1.5526388 

  

（６）（８日）８日の予測分析チームによる会見の要旨。現状の比率で感染者が伸び続けた場合，ピークは１１月初旬と

なり，６月末には既に ICU ベッドが不足する。 

N.L. could run out of intensive- care beds, new model predicts 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid-projection-1.5525160 

  

                                                                   （了） 

http://taskforcenl.ca/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/taskforce-nl-ppe-covid-19-1.5527325
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/drive-thru-covid-19-burin-1.5526388
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid-projection-1.5525160

