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新型コロナウイルスの最新の動き（４月１０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。この「ピーク」の

意味するところは，主として入院者数を基準に判断していると推測されます。即ち，今後も引き続き新規の感染者は

発生していきますが，治癒者が増えていくことにより，感染者数の全体は減少していくことになります。かかる推測に

基づき，本日から入院者数も統計に加えることとしました。 

（ 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１０日（金）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） 入院者数 

QC  11677 (+765) 241 (+25)   2721 (-549) 106540 (+4077) 733 (+54) 

（内 ICU 患者：184 (-10)） 

(MTL) 5617 (+355) - - - - 

NB 112 (+1) - - 6983 (+335) 8 (-) 

（内 ICU 患者：3 (-)） 

NS 407 (+34)  2 (0) - 13014 (+837) 8 (-) 

(内 ICU 患者：4 (-)) 

PEI 25 (9 日) - 99 (9 日) 1506 (9 日) - 

NL 239 (+3) 3 (0) - 4520 (+130)** 6 (-) 

(内 ICU 患者：2 (-)) 

（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。 

 

◎当館 HP に当館管轄州の今後の見通し（モデリング）の概要を纏めていますので，ご参照ください。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0410_Modeling.pdf 

 

◎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 

 

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://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0410_Modeling.pdf
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
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◎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

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 ） 

 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/_20200408.pdf
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
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◎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）（１０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。 

●中小企業向け支援策として，４０，０００加ドルを上限に無利子貸付制度を用意。貸し付け条件は，２０１９年に５万

～１００万加ドルの給与支払いを行った企業であることである。２年以内に返済できれば，貸付額の２５％は支払い不

要となる。 

●明１１日，下院議会を招集し，賃金補助金制度（CERB）等の緊急経済対策法案の議論を行う。 

●１２〜１３日（日・月）は家族と過ごすため会見は行わない。１４日（火）から記者会見を再開する。 

●（昨日の州首相との会談を踏まえ，連邦非常事態宣言の発出可能性について問われ，）非常事態宣言発出は現状

必要ないし，今後も不要であることを期待。発動を要するシナリオとしては，緊急に医療機材の州への配布や制限措

置の強化など色々と考えられるが，現状州政府の対応で十分であり，発動は不要。 

●（現下の状況を受け，６月２日に満期満了を迎えるカナダ中央銀行総裁の任期延長などの可能性はあるのか問わ

れ，）カナダ中央銀行は極めて重要な役割を担っている。総裁職の選出については現在議論が続けられており，何も

決まっていない。 

●（オンタリオ州などで検査機材の不足が叫ばれていることについて問われ，）状況は承知。他方，カナダは米国など

他国に比べてもより多くの検査を実施しており，その検査能力は高い。検査キットの調達は引き続き尽力。 

●（ルゴー・ケベック州首相は事態が改善した際には特定のセクターの再開も可能と表明したが，連邦政府として休業

要請の緩和についてどう考えるか問われ，）ワクチンができるまで，これまでの日常生活には戻れない。ワクチン開発

に６ヶ月なのか１年かかるのか正確なことも言えない。しかし，我々は現在感染の第一波におり，最も制御が難しい段

階にいる。この第一波を乗り越えれば，ルゴー州首相が述べたとおり，特定の経済セクターの再開もあり得るだろう

し，現在できないこと・やりたいことも徐々にできるようになるだろう。しかし，それらは全て国民一人一人の行動にか

かっている。 

Justin Trudeau annonce une aide accrue aux PME et aux OBNL 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692824/canada-premier-ministre-trudeau-coronavirus-conference 

 

（２）（１０日）９日，トルドー首相は，各州首相と電話会談を行い，各州に医療防護品（PPE）を配布することを約束。 

Trudeau promet du matériel médical aux premiers ministres des provinces 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692770/trudeau-promesse-materiel-medical-premiers-ministres-province-

covid 

 

【２ ケベック州】 

（１）（１０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１１６７７名（前日比７６５名），死者は２５名増え，２４１名。入院者は，７３３名（前日比５４名，その内

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692824/canada-premier-ministre-trudeau-coronavirus-conference
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692770/trudeau-promesse-materiel-medical-premiers-ministres-province-covid
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692770/trudeau-promesse-materiel-medical-premiers-ministres-province-covid
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集中治療者は１８６名（前日比１０名減））。入院者数・集中治療者数は安定しており，極めて良い兆しである。 

●本日午後，保健大臣・高齢者担当大臣による記者会見を予定している。会見では，医療チームを州内の長期介護

施設（CHSLD）に配置し，患者への検査実施や従業員の個人防護品（PPE）の適当な配布などの措置について説明

する予定。 

●今後，ピークを迎えるが，カーブは予測よりも緩やかとなるだろう。経済活動の段階的な再開も今後可能であり，こ

れまでの日常生活とまではいかなくともより普通な生活を取り戻すことが可能。その段階でも規律の取れた生活習慣

の下，十分注意しながら生活をする必要。素晴らしい日々がすぐそこまで来ている（les beaux jours s’en viennent）。 

●複数のシナリオを考えているが，５月４日より前に学校・保育園を再開する可能性も除外しない。 

●（ケベック州の検査数の現状を問われ，）現在まで１００万人当たり１３，０００回の検査を実施。この結果はオンタリ

オ州や米国の二倍に相当し，ドイツと同水準である。今後，技術進歩により１５分程度で検査結果が出るようになるの

で，より多くの検査が可能になるだろう。 

●（長期介護施設に今後は患者を送らないことを受けて，）新型コロナウイルス患者向け病床の確保数を８０００床か

ら６０００床に減少させ，その分長期介護施設への搬送数を減少させる。確かに無症状患者による感染リスクを侮って

いたのは事実であるが，この減少は世界中で見られること。今後の教訓にしなければならない。 

●経済の再開については，トルドー首相とも意見が一致している。トルドー首相はカナダ全土を見て判断するだろう

が，ケベック州の状況は他州とは異なるので，状況を見て経済の再開について検討していく。 

241 décès et 11 670 cas confirmés au Québec 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/10/01-5268853-241-deces-et-11-670-cas-confirmes-au-quebec.php 

 

（２）（１０日）ケベック州政府は，８月３１日までに開催予定の屋内外全てのイベントの中止を要請。 

Québec demande l’annulation de tous les grands événements de l’été 

https://www.lapresse.ca/arts/202004/10/01-5268868-quebec-demande-lannulation-de-tous-les-grands-

evenements-de-lete.php 

 

（３）（１０日）ケベック州は，今後長期介護施設への患者搬送を停止。 

Québec met fin au transfert de patients vers les CHSLD 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/10/01-5268853-quebec-met-fin-au-transfert-de-patients-vers-les-

chsld.php 

 

（４）（１０日）状況改善は見られるが，引き続き個人防護品（PPE）の不足は懸念材料。 

Malgré une amélioration, la pénurie d’équipement médical est toujours préoccupante 

https://www.ledevoir.com/societe/576828/approvisionnement-medical-du-rouge-au-jaune-fonce 

 

（５）（１０日）人権・若年層の権利に関する評議会（CDPDJ）は，アジア系州民に対する強まる人種差別や暴力の可能

性を懸念。州政府に適切な介入を図ってもらいたいとの声も上がっている。 

 «T’es un Chinois, retourne dans ton pays!» 

https://www.ledevoir.com/societe/576829/t-es-un-chinois-retourne-dans-ton-pays 

 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/10/01-5268853-241-deces-et-11-670-cas-confirmes-au-quebec.php
https://www.lapresse.ca/arts/202004/10/01-5268868-quebec-demande-lannulation-de-tous-les-grands-evenements-de-lete.php
https://www.lapresse.ca/arts/202004/10/01-5268868-quebec-demande-lannulation-de-tous-les-grands-evenements-de-lete.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/10/01-5268853-quebec-met-fin-au-transfert-de-patients-vers-les-chsld.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/10/01-5268853-quebec-met-fin-au-transfert-de-patients-vers-les-chsld.php
https://www.ledevoir.com/societe/576828/approvisionnement-medical-du-rouge-au-jaune-fonce
https://www.ledevoir.com/societe/576829/t-es-un-chinois-retourne-dans-ton-pays
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（６）（１０日）Vaudreuil-Dorion 地区のコストコ従業員２名が陽性反応。３月３１日と４月３日に勤務。 

Vaudreuil-Dorion Costco customers warned after two employees test positive 

https://montrealgazette.com/news/local-news/thousands-told-to-self-isolate-after-vaudreuil-costco-employees-

test-positive-for-virus/wcm/5d7b0966-2569-4e13-8bbd-3ac26ebb3b67/ 

 

（参考：４月１０日１７時現在モントリオール島地区別感染者数） 

（参考：４月９日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 

https://montrealgazette.com/news/local-news/thousands-told-to-self-isolate-after-vaudreuil-costco-employees-test-positive-for-virus/wcm/5d7b0966-2569-4e13-8bbd-3ac26ebb3b67/
https://montrealgazette.com/news/local-news/thousands-told-to-self-isolate-after-vaudreuil-costco-employees-test-positive-for-virus/wcm/5d7b0966-2569-4e13-8bbd-3ac26ebb3b67/
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【３ ニューブランズウィック州】 ※４月１０日（金）～１２日（日）は，記者会見は無い予定 

（１）（１０日）1 new case confirmed; total number of cases for NB of 112 (63 travel-related, 35 close contacts of 

previous cases, 6 cases of community transmission, 8 still being investigated; 10 hospitalizations (3 in ICU)) 

One new case of COVID-19; 60 people have recovered  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0198.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.html 

（州政府記者会見ビデオ一覧） https://www.youtube.com/user/gnbca/videos 

  

（２）（１０日）Your guide to which key services are open/closed this weekend 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-essential-services-holiday-weekend-open-closed-

1.5528947 

  

（３）（１０日）Moncton University international students who do not receive federal or provincial funds will be 

eligible to receive a maximum of $750 from the university’s emergency fund. 

Un fonds d’aide pour les étudiants étrangers confinés au Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692722/universite-moncton-etudiants-etrangers-fonds-aide-urgence 

  

（４）（１０日）Looking to attend an Easter service? You might want to check YouTube or Facebook 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/easter-family-church-services-1.5527740 

  

（５）（９日）Articles on NB modelling announced yesterday and overview of current situation in the province 

N.B. COVID-19 roundup: Businesses could begin opening as early as summer, Higgs says 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-projections-modelling-1.5527065 

Province on way to flattening COVID-19 curve, UNB team's projections suggest 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-coronavirus-projections-new-brunswick-unb-

1.5527239 

New Brunswick’s coronavirus projections find 550 to 1,750 people could die from COVID-19 

https://globalnews.ca/news/6800025/new-brunswicks-coronavirus-projections-covid-19/ 

  

（６）（９日）With 7 NB youths having tested positive for COVID-19, a few tips on how to handle children in the 

context of the pandemic and advice on what to look for symptom-wise 

Kids will be kids ... and then there's COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/pediatrician-kids-covid19-testing-1.5527315 

 

【４ ノバスコシア州】 ※４月１０日（金）～１２日（日）は，記者会見は無い予定 

（１）（１０日）新型コロナウイルスの最新状況（州政府発表） 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200410001 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0198.html#_blank
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html#_blank
https://www.youtube.com/user/gnbca/videos#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-essential-services-holiday-weekend-open-closed-1.5528947#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-essential-services-holiday-weekend-open-closed-1.5528947#_blank
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692722/universite-moncton-etudiants-etrangers-fonds-aide-urgence#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/easter-family-church-services-1.5527740#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-projections-modelling-1.5527065#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-coronavirus-projections-new-brunswick-unb-1.5527239#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-coronavirus-projections-new-brunswick-unb-1.5527239#_blank
https://globalnews.ca/news/6800025/new-brunswicks-coronavirus-projections-covid-19/#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/pediatrician-kids-covid19-testing-1.5527315#_blank
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200410001
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（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/ 

  

（２）（１０日）中小企業向け州財政支援「Nova Scotia Small Business Impact Grant」申請リンク。４月２５日締め切り。 

Nova Scotia Small Business Impact Grant 

https://covid19-small-business-impact-grant.nscrc.ca/ 

  

（３）（１０日）新型コロナウイルスの影響で仕事を失った人（他条件あり）向けの州財政支援「Emergency Bridge Fund」

申請案内リンク。カナダ赤十字の専用電話番号で受付。 

Emergency Bridge Fund 

https://novascotia.ca/coronavirus/worker-emergency-bridge-fund/ 

 

（４）（９日）ハリファックス市発表。バスとフェリーの更なる乗客数制限実施に伴い，公共交通機関は必要不可欠な移

動にのみ使用可とする。主な変更点は，①バスは座席を１つおきにブロックする，②フェリーの最大乗客数を５０人→

２５人に減少し，船内では飲食禁止，③ターミナルでは座席を１つおきにブロックする。 

Response to COVID-19: Halifax Transit Update 

https://www.halifax.ca/home/news/response-covid-19-halifax-transit-update-2 

  

（５）（９日）PEI-NS 間をつなぐフェリーは，感染防止対策をとった上で５月１日に運航開始予定。 

P.E.I.-N.S. ferry service set to start May 1 — with some big changes 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-northumberland-ferries-don-cormier-covid-19-

pandemic-1.5528215 

 

【５ プリンスエドワードアイランド州】 ※４月１０日（金）・１２日（日）は，記者会見は無い予定 

（１）（１０日）今週の新型コロナウイルス関連ニュースの要旨。８日（水）には初の州内移動による感染が確認。 

COVID-19 on P.E.I.: What’s happening on Friday, April 10 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-today-1.5529041 

  

（２）（１０日）今週末，州内でオープンしている店のリスト。カナダ・ポスト，薬局，酒店など。 

What’s open and closed on P.E.I. this Easter Weekend 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-easter-what-s-open-and-closed-2020-1.5526988 

 

（３）（１０日）PEI 大学，ホランド・カレッジが成績評価システムを緩和。 

UPEI, Holland College get creative with grading policies to help students through COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-upei-holland-college-grading-covid-19-1.5529053 

 

（４）（９日）ファミリー・ドクターを受診の際は，電話によるトリアージュやコンサルテーションが行われている。電話での

処方箋を出すことも可能。 

https://novascotia.ca/coronavirus/
https://covid19-small-business-impact-grant.nscrc.ca/
https://novascotia.ca/coronavirus/worker-emergency-bridge-fund/
https://www.halifax.ca/home/news/response-covid-19-halifax-transit-update-2
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-northumberland-ferries-don-cormier-covid-19-pandemic-1.5528215
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-northumberland-ferries-don-cormier-covid-19-pandemic-1.5528215
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-today-1.5529041
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-easter-what-s-open-and-closed-2020-1.5526988
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-upei-holland-college-grading-covid-19-1.5529053
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P.E.I. family doctors picking up extra duties to help with COVID-19 pandemic 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-family-docs-covid-19-helping-april-2020-1.5527791 

 

（６）（９日）飲食・ホテル事業，文化事業を中心に３月は２１００の雇用減。パートタイムの８.２％の雇用減。 

P.E.I. drops 2,100 jobs in March, bigger losses expected to come 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-labour-force-survey-2019-1.5527434 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】 ※４月１０日（金）～１２日（日）は，記者会見は無い予定 

（１）（９日）NL 州，３人目の死者を確認。既往症のある６５歳の男性，東部医療地区の病院。 

3rd COVID-19 death in N.L.; Haggie warns residents to be prepared to live like this until November 

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

1.5527357 

（政府発表）Third Death in Newfoundland and Labrador from COVID-19 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/exec/0409n07/ 

  

 （２）（９日）リテールやサービス業のパートタイム従業者が最も打撃を受けている。３月で５８００の雇用減。 

Part-timers bludgeoned as N.L. economy sheds 5,800 jobs 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/unemployment-newfoundland-march-1.5527430 

  

（３）（９日）セント・ジョンズ国際空港で税関スタッフが一時的に解雇。国際線もいくつかキャンセルされている。 

Layoffs for some St. John ’s airport screening staff as COVID-19 decimates passenger traffic 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/st-johns-airport-screening-layoff-1.5527468 

  

（４）（９日）９０校の英語学区（NLESD）の生徒，ボール首相やミュージシャンなどが参加したイースターを祝すバーチ

ャルコーラスが行われた。トルドー首相もビデオメッセージを送った。 

Virtual choir brings N.L. students together in song, with cameo from Trudeau 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/virtual-choir-nl-1.5528123 

  

（５）（９日）州の収入サポートプログラムと連邦政府の緊急経済対策（CERB）についての詳細。 

Information for Income Support Clients Regarding the Canada Emergency Response Benefit 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/aesl/0409n05/ 

  

（６）（９日）週末のフェリー利用に関する注意喚起。 

Ferry Restrictions to be Strictly Enforced During Easter Weekend 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/tw/0409n03/                                    

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-family-docs-covid-19-helping-april-2020-1.5527791
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-labour-force-survey-2019-1.5527434
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.gov.nl.ca/releases/2020/exec/0409n07/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/unemployment-newfoundland-march-1.5527430
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/st-johns-airport-screening-layoff-1.5527468
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/virtual-choir-nl-1.5528123
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/aesl/0409n05/
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/tw/0409n03/

