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新型コロナウイルスの最新の動き（４月１７日付） 

在モントリオール日本国総領事館 

 

●当館管轄州における感染者数の現状（４月１７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 16798 (+941) 688 (+58) 2835 (-104) 136924 (+4210) 1076 (+58) 

（内 ICU 患者：207 (-2)） 

(MTL) 7760 (+479) - - - - 

NB 117 (0) 0 (0) - 9398 (+560) 5 (-1) 

（内 ICU 患者：3 (0)） 

NS 606 (+27) 4 (+1) - 19506 (+1053) 11(0) 

(内 ICU 患者：5 (+1)) 

PEI 26 (0) 0 (-) 112 (0) 2129 (+118) 0 (0) 

NL 256 (+4) 3 (0) - 5585 (+215)** 7 (0) 

(内 ICU 患者：3 (0) 

（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。 

 

１ 当館からのお知らせ等 

◎COVID 邦人支援プロジェクト 

モントリオールアカデミー会では過日のニーズ調査の結果を受けて，下記２つのワークショップをオンラインで行う事

となりました。ご興味のある方はそれぞれのリンクよりお申し込み下さい。尚，本セッションはモントリオール日本国総

領事館管轄地域にお住まい（カナダ東部地域）の在留邦人及びそのご家族のみを対象としております。また，全ての

セッションはオンライン，日本語のみで行われますのでご了承ください。 

 

・セッション１「こどもの急変、観察のしかた」 

日時：4/17(金) 13:00-13:45 

担当：川口敦 小児科、小児集中治療（こどもの ICU で働く）の医師 

対象：お子さんをお持ちの全ての邦人保護者（２０名まで） 

申込フォーム：https://forms.gle/CfbKGwBmR4D1G9fS7 

 

・セッション２「健康な自分と家族であるために：心と関係のケア」 

日時：4/19(日) 15:00-16:00 

担当：小西千秋 マギル大学大学院人間発達心理研究科准教授 

対象：お子さんをお持ちの方対象。ご夫婦での参加可。（６名まで） 

https://forms.gle/CfbKGwBmR4D1G9fS7
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申込フォーム：https://forms.gle/pKTiQtYMt8TihVEj6 

 

本セッションの申込等についてのご質問は， covidproject@ateliertomita.ca までお願いいたします。 

 

◎（４月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。 

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

courbes-FR-VF.pdf?1586291830 ） 

 

◎（４月８日）今般のケベック州のモデリングを踏まえた当地日本人医療従事者の見解 

 今回のモデリングは，他国のデータからの予測であり，あくまで参考としてとらえるべき。 

 ケベック州は，現状，楽観的なシナリオに近いと思われる。一方，老人介護施設での集団感染がコントロール出

来ない場合，死亡者が増えると思われるので，油断は出来ない。 

 これまでのところ，ケベック州政府はやるべきことをしっかりやっている印象。 

 今回のケベック州のモデリングのうち，楽観的な予測について言えば，あくまでケベック州民の皆さんがソーシャ

ル・ディスタンスを守り続けるという前提の上に成り立つものである。 

 引き続き，油断しないよう，皆さんがそれぞれ，「２メートル」「手洗い」「在宅」を忍耐強く行い続けることが大事。 

 

◎（４月１４日）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。 

 

◎日本とカナダの間のフライトは頻繁に変更されています。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 

 

◎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。 

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://forms.gle/pKTiQtYMt8TihVEj6
mailto:covidproject@ateliertomita.ca
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.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html
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/ ）。 

 

  

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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２ 新型コロナウイルスに係る当館管轄州の現状と報道ぶり 

※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）（１７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，同要旨は以下のとおり。 

●ケベック州政府の要請を受け，医療分野に精通する約１２５名のカナダ軍人を同州長期介護施設（CHSLD）に派遣

することを決定。引き続きケベック州政府とどういった更なる支援が可能か協議し，カナダ赤十字やカナダ保険局に登

録されるボランティアの活用なども考えていく。（記者の質問に対して，）本日午後にも現地入りし，現状把握を行う。 

●Bell Canada 社が約２００万枚の N95 マスクの生産を行う予定であり，既に各州に配布している外科用マスクに追

加して今後配布予定。 

●カナダ西部（アルバータ州，サスカチュワン州，ブリティッシュ・コロンビア州）のエネルギー分野の支援策として，使

用されなくなった油井の浄化措置のために１７億加ドルの支出を発表。また，７．５億加ドルのメタンによる汚染防止施

策を行う。支援当該措置の目的は，同分野の労働者の失業対策及び環境保護である。また，現下の状況であっても

将来の世代を守らなければならない。今次措置により，アルバータ州だけで約５２００名の労働者の維持が可能。 

●中小企業向けの新たな支援策として，９億６２００万加ドルをカナダ地域開発庁及び地方発展ネットワーク（Réseau 

de développement des collectivités）を通じて小規模事業者等に支出する。また，２億７０００万加ドルを

Futurpreneur（１８～３５歳の若手企業家向けカナダ NPO 機関）等を通じて緊急補償金プログラム（PCU）の受給対

象外である起業から間もない企業等に対して支出する。 

●文化関係者及びアスリートに対しても５憶加ドルを支援する。 

●（インターネット網が脆弱な地域がある中，バーチャルによる議会での開催について問われ，）バーチャルによる議

会開催について，全ての議員が参加できることが重要。そのために技術的な問題点等を検討中。一方，野党側が連

日の議会開催を求めていることも承知。それに対して，我々は週に一度の開催を打診している。現状，全議員が着席

して議会を実施することは難しいことを野党側は理解してほしい。 

●（米国との国境開放に関して問われ，）引き続き米国とは緊密に協議を続けている。両国の最優先事項は，国民の

保護である。カナダは引き続き国境の適切な保全に努めるし，短期的に国境を開放することは考えていない。 

●（他国が中国に対する姿勢を強めているが，なぜカナダ政府はそれを嫌がるのかと問われ）現在やるべきことはカ

ナダ国民の安全を確保すること。この危機が落ち着けば反省や検証がなされるだろうが，現段階ではカナダ国民の安

全を確保することに集中。 

Frontière américaine: pas de réouverture «dans un court délai», dit Trudeau 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269763-frontiere-americaine-pas-de-reouverture-dans-un-

court-delai-dit-trudeau.php 

 

【２ ケベック州】 ※１８～１９日は，定例記者会見は無い予定。 

（１）（１７日）１３時，ルゴー州首相が定例記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●現在，陽性者累計数は１６７９８名（前日比９４１名増），死者数は６８８名（前日比５８名増），入院者数は１０７６名

（前日比５８名増，内集中治療者数は２０８名（前日比２名減））。また，治癒者数は３０６８名。 

●昨年，長期介護施設（CHSLD）に対する予算の増額を行ったが，人員募集数に対して応募が乏しく，十分な人員確

保ができなかった。今思えれば，３月３１日の年度終了時点で労働組合からの合意が無くとも同施設従事者の給与を

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269763-frontiere-americaine-pas-de-reouverture-dans-un-court-delai-dit-trudeau.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269763-frontiere-americaine-pas-de-reouverture-dans-un-court-delai-dit-trudeau.php
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迅速に上げるべきであった。（記者の質問に対して，）それに係る全責任は，自分にある。既に特別手当の支出はなさ

れているが，恒常的な給与向上のためには引き続き組合と交渉する必要がある。 

●配送上の遅延はあるかもしれないが，個人用医療防護品（PPE）は数週間分十分に確保している。 

●昨日，CHSLD 支援に申し出た医療関係者の内多くが何ら州政府から回答を得られていないという声があったの

で，現状を報告する。現在まで５１９００名の応募が寄せられ，既に２９３４５名と接触済み。その内４６７６名が既に現

場で雇用されている。CHSLD の状況は，解決に向かっている（on est en mode solutions）。カナダ軍から１２５名が

派遣されることは朗報。トルドー首相に感謝。 

●CHSLD の状況を除けば，モントリオール大都市圏が引き続き厳しい状況にあるが，状況は悪くなくコントロールさ

れている。 

●今次危機で職を失した州民に対して，是非農業分野で働いてほしい。同分野では対人距離２ｍを確保しながらの業

務も可能。州政府は，農業従事者及び失業者の同分野就業支援のため，４５００万加ドルを支出する。 

●（記者に問われ，アラダ医師より）入院者数・死者数は別であるが，陽性者数のピークは既に達している。CHSLD

のケースを除けば，陽性者数の推移は減少傾向にある。 

58 autres morts au Québec, 688 au total 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269805-58-autres-morts-au-quebec-688-au-total.php 

 

（２）（１７日）ケベック州議会は，閉会期間を当初再開予定の４月２１日から５月５日まで延長。他方，４月２４日〜５月

１日まで各州大臣は議会内委員会の枠組みとしてバーチャルでの質疑応答（période d’échange）を行う。 

L'ajournement des travaux de l'Assemblée nationale prolongé jusqu'au 5 mai 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269755-lajournement-des-travaux-de-lassemblee-nationale-

prolonge-jusquau-5-mai.php 

 

（３）（１７日）ケベック市の Jeffery Hale Saint Brigid 病院で院内感染が拡大。４６名の患者と３１名の医療関係者が

感染しており，１６日時点で少なくとも１２名が死亡している。 

Importante éclosion à l'hôpital Jeffery Hale Saint Brigid's de Québec 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269761-importante-eclosion-a-lhopital-jeffery-hale-saint-

brigids-de-quebec.php 

 

（４）（１７日）モンテレジー地区で新型コロナウイルスに関する詐欺行為が既に７件確認されており，ロングイユ市

（Longueuil）警察が住民に注意を呼びかけ。 

Montérégie: tentatives de fraude en lien avec la pandémie 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269749-monteregie-tentatives-de-fraude-en-lien-avec-la-

pandemie.php 

 

（５）（１７日）ヘロン長期介護施設入居者が同施設の劣悪な介護環境を受けて，集団訴訟を裁判所に求めた。 

Le CHSLD Herron visé par une demande d’action collective 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269777-le-chsld-herron-vise-par-une-demande-daction-

collective.php 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269805-58-autres-morts-au-quebec-688-au-total.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269755-lajournement-des-travaux-de-lassemblee-nationale-prolonge-jusquau-5-mai.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269755-lajournement-des-travaux-de-lassemblee-nationale-prolonge-jusquau-5-mai.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269761-importante-eclosion-a-lhopital-jeffery-hale-saint-brigids-de-quebec.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269761-importante-eclosion-a-lhopital-jeffery-hale-saint-brigids-de-quebec.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269749-monteregie-tentatives-de-fraude-en-lien-avec-la-pandemie.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269749-monteregie-tentatives-de-fraude-en-lien-avec-la-pandemie.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269777-le-chsld-herron-vise-par-une-demande-daction-collective.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269777-le-chsld-herron-vise-par-une-demande-daction-collective.php
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（参考：４月１５日１７時１５分現在モントリオール島地区別感染者数） 

※４月１７日１７時時点で本データの更新はなされなかったため，マップは昨１６日時の情報であることに留意。 

 

 

（参考：４月１６日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 
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【３ ニューブランズウィック州】 ※公式発表は無いが，通常，週末には定例記者会見は行われていない。 

（１） （１７日）現地時間１４時半，ヒッグス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。 

 Dr. Jennifer Russell, Chief Medical Officer of Health  

A) No new case; total of NB cases remains at 117. Rate of recovery continues to be strong, and number 

of hospitalisations is still low, with no deaths to date. 

B) 586 new tests done yesterday, the largest volume of tests per day since the beginning of the 

pandemic; total of tests done so far is of 9,900. 

C) It is still especially vital that all continue to obey social distancing and self-isolation regulations put in 

place. 

 NB Premier Blaine Higgs 

D) House sat today in the legislative assembly to discuss points announced yesterday, such as:  

a. Amendment passed to allow the NB Government to quickly and efficiently set up emergency 

childcare centers if needed 

b. Modifications to the Employment Standards Act to address issues related to leaves or absences 

due to the state of emergency 

E) This morning (April 17), Environment and Local Government Minister Jeff Carr, Premier Higgs, the 

Municipal Associations and all NB Mayors participated in a conference call (114 participants in total) 

to discuss and review the current situation in NB and future plans. 

F) NB is not going back to normal anytime soon, but will move in that direction. Non-essential 

businesses will not be allowed to reopen for while still, but they are still encouraged to start planning 

for an eventual gradual opening with new potential safety restrictions (providing masks, gloves, 

sanitizers, etc. to employers and/or clients, etc.) in the future. 

G) In the coming weeks and months, NB will start considering how certain sectors, activities, businesses 

(retail shops, hairdressers, etc.) can possibly resume while still maintaining social distancing 

regulations and the likes. 

No new cases – Collaboration highlighted between municipal and provincial leaders 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0211.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 

（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 

 

（２）（１７日）3 new COVID-19 measures pass in 10 minutes, including protection for workers who must 

stay home 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-emergency-daycare-essential-

workers-protection-workers-1.5535886 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0211.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www.youtube.com/user/gnbca/videos
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-emergency-daycare-essential-workers-protection-workers-1.5535886
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-emergency-daycare-essential-workers-protection-workers-1.5535886
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（３）（１７日）Explanations on the contact tracing and COVID-19 case follow-up processes in NB 

Inside the detective work public health nurses do to limit the spread of COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-contact-tracing-1.5535011 

 

（４）（１６日）Overview of NB situation following the April 16 press conference 

Blaine Higgs suggests N.B. could be first province to reopen as no coronavirus cases reported 

Thursday 

https://globalnews.ca/news/6827082/new-brunswick-coronavirus-update-apr-16/ 

N.B. COVID-19 roundup: Restaurants can sell liquor with takeout and deliveries 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-pandemic-coronavirus-1.5534102 

 

【４ ノバスコシア州】 ※１８～１９日は，定例記者会見は無い予定。 

（１）（１７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。 

●新たに１人が死亡。新たに２７人の感染を確認。治癒者は１７７人となった。 

●州内８認可長期介護施設における感染者数は入居者５５人と職員４３人。 

●広く検査を行うことが感染拡大予防のための重要な要素である。NS 州で実施している１日の検査数は人口当たり

ではカナダ国内でアルバータ州に次いで２番目に多い。 

●要請事項の遵守についてこれまでの州民の協力に感謝するとともに，措置緩和まであと数週間の努力が必要であ

ると呼びかけ。 

●ハリファックスの長期介護施設 Northwood で感染拡大により人員不足となっている問題について，同施設とは緊密

に連絡しており，州は必要な人員・物資を支援する用意がある。 

●自治体の財政支援をどのように行うかについて，担当大臣が各自治体と協議中であり勧告を作成することになって

いる。 

●（NB 州では５月１日から現行措置一部緩和を検討しているが，との質問に対し）NS 州ではまだ何も決めていない。

５月１日までの予定で閉鎖中の学校や施設等あるが，今後２週間どれだけ要請事項が守られるかによる。 

●現在，州の医療システムは守られているが，緊急を要さない手術の再開は時期尚早である。モデリング上の入院

者数は悲観的シナリオでも実際の病床数に対してずっと少ないが，万が一入院者数が急増した時に対応できるように

しておきたい。 

●他のいくつかの州のように長期介護施設職員の移動は，人員不足の問題もあり禁止していない。厳しい予防措置

は行っており，できるだけのことをやっている。 

●非常事態宣言を５月３日まで延長する。 

（州政府発表） 

Nova Scotia Reports Fourth Death, Twenty-seven New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200417003 

State of Emergency to be Extended 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200417005 

（州政府新型コロナウィルス関連サイト。感染リスクのあった場所と日時等，随時更新中。） 

https://novascotia.ca/coronavirus/ 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-contact-tracing-1.5535011
https://globalnews.ca/news/6827082/new-brunswick-coronavirus-update-apr-16/
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-pandemic-coronavirus-1.5534102
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200417003
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200417005
https://novascotia.ca/coronavirus/


9 

 

（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 

（関連報道） 

Fourth person dies from COVID-19 in Nova Scotia as cases rise to 606 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-27-new-cases-total-606-1.5535823 

  

（２）（１７日）NS 電力，EfficiencyOne，州政府が低所得者層向けの食事やシェルターを提供する団体に対して３００万

加ドルを支出。既存プログラムに対する支出を 必要としている家族，高齢者，若者向けの食事配達，スープキッチ

ン，ホームレス支援等に振り向ける。 

（州政府発表）Additional Measures to Help Vulnerable Nova Scotians 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200417006 

 

（３）（１６日）VIA 鉄道がモントリオール・ハリファックス間の運休継続を発表。再開時期未定。 

VIA Rail prolonge la suspension de son trajet Montréal-Halifax 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694732/via-rail-ocean-suspend-train-montreal-bathurst-moncton-halifax 

 

【５ プリンスエドワードアイランド州】 ※１８～１９日は，定例記者会見は無い予定。 

（１） （１７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。 

A) No new cases, 118 negative test results received from yesterday. Heading into the weekend, all must 

continue to maintain all the public health measures in place. Anyone experiencing any symptoms related 

to COVID-19 should contact their physician/nurse practitioner or call 811 to get tested. 

B) CPHO Dr. Morrison expressed a concern about increased alcohol and drug use and other risky 

behaviors. She reminded Islanders of low-risk drinking guidelines for women: max 2 drinks/day, adding 

up to max 10 drinks/week, and for men: max 3 drinks/day, adding up to max 15 drinks/week. Support 

programs are available through Health PEI at 1-800-218-2880 or 

https://www.princeedwardisland.ca/en/covidmentalhealth. 

C) During state of emergency, as regards coming in to PEI, residents and essential workers do not need to 

call ahead to be allowed entry. However, individuals with other reasons which may be considered (e.g. 

compassionate grounds) should contact 902-894-0385 or publicsafety@gov.pe.ca ahead, to coordinate 

their arrival with Emergency Measures Organization (EMO). EMO is returning travel-related inquiries 

within 24 hours. 

D) Health PEI Chief Dowling repeated the measures in place to protect long-term care facilities. 

E) This weekend, no scheduled public briefings are planned in principle (unless a significant change in the 

situation occurs). Ongoing tests’ results will be provided via PEI Government’s social media, news media, 

and website. 

F) During Q&A, it was mentioned that a statement from Northumberland Ferries is coming in the next couple 

of days. One reporter called into question the PCR kits PEI is using, and CPHO Dr. Morrison confirmed 

all of PEI’s kits are approved by Health Canada. 

https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-27-new-cases-total-606-1.5535823
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200417006
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694732/via-rail-ocean-suspend-train-montreal-bathurst-moncton-halifax
https://www.princeedwardisland.ca/en/covidmentalhealth
mailto:publicsafety@gov.pe.ca
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 No new cases of COVID-19 on P.E.I., total remains at 26 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-health-briefing-april-17-1.5535888 

 

（２）（１７日）Recap of latest COVID-19 news headlines in PEI. 最新コロナ関連ニュースの要旨。 

COVID-19 on P.E.I.: What's happening Friday, April 17 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-friday-april-17-1.5535547 

  

（３）（１７日）Video interview with Premier King about how the state of emergency fits in with eventual easing 

back of measures inside PEI. 

Premier Dennis King talks about what easing P.E.I. pandemic restrictions might look like 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-king-pandemic-restrictions-1.5535560 

 

（４）（１７日）Midwifery and doula group now has a Facebook page for expecting and new parents to gather, 

share, and ask questions. 

P.E.I. group ramps up online support for new parents during COVID-19 pandemic 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-prenatal-supports-new-parents-covid-19-

1.5534984 

  

（５）（１６日）Ministry of Economic Growth, Tourism and Culture supports tourism industry during the pandemic. 

P.E.I. announces $50M loan assistance program for tourism operators 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-tourism-loan-program-covid-19-1.5534875 

  

（６）（１６日）Essential workers (healthcare, construction, truckers and delivery) arriving on PEI must self-isolate 

during their time in PEI whenever they are not working. Long-term care workers returning to PEI must self-

isolate 14 days before returning to work, even though they are essential. 

What are the rules around essential workers coming to P.E.I.? 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-essential-worker-self-isolation-1.5534754 

  

（７）（１６日）Parents can either email sburke@edu.pe.ca or call 902-368-4638 to begin the registration process 

for their children. 

P.E.I. Public Schools Branch reminding parents of kindergarten registration despite COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid19-kindergarten-registration-1.5535133 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】 ※１８～１９日は，定例記者会見は無い予定。 

（１）（１７日）現地１４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。 

●現在，７名が入院，３名が ICU 治療，１７６名が治癒。東部医療地区:２３８名，中部医療地区:８名，西部医療地区:

４名，ラブラドール・グレンフェル医療地区:６名。 

●今週末にかけて春らしい気候になり，外出したくなると思うが，家族の輪に留まり，他の人々と交わらないこと。 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-health-briefing-april-17-1.5535888
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-friday-april-17-1.5535547
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-king-pandemic-restrictions-1.5535560
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-prenatal-supports-new-parents-covid-19-1.5534984
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-prenatal-supports-new-parents-covid-19-1.5534984
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-tourism-loan-program-covid-19-1.5534875
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-essential-worker-self-isolation-1.5534754
mailto:sburke@edu.pe.ca
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid19-kindergarten-registration-1.5535133
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 外のベンチで本を読んだりすることは，メンタルケアにも良い。 

●いつ経済活動や学業を通常の状態に戻していくのかという議論があるが，今はまだその時ではない。今それをする

というのは無責任であるし，緩和は今後段階的なものとなるだろう。 

●２０２１年度の道路建設プロジェクトについて，建設業者が開始と同時に準備ができているように，入札などのプロ

セスを継続していく。１１のプロジェクトは既に発表され，近日中に新たな１０のプロジェクトが発表される。このようなプ

ロジェクトは地域経済の活性化を促し，地元企業をサポートする（詳細は https://www.tw.gov.nl.ca 参照）。 

●（ハッジ大臣）コロナ危機で輸血が不足している。どのような人々が安全なドナーであるのか，基準は厳しくなるが，

献血希望者は下記のサイトで情報を得てほしい（ https://blood.ca/en ）。 

●テスト範囲拡大に基づき，前回８１１で検査の必要がないと言われた者で症状がなお残る者は，再評価のためコー

ルバックすること。コロナ危機中は，障害を持つ人々にも相談窓口・リソースを活用してほしい。８１１の聴覚障害者専

用の番号は以下を参照（ https://www.811healthline.ca ）。また，視覚障害者は CNIB のサイトで情報を得てほしい

（ https://www.cnib.ca ）。 

●コロナ危機中の歯科医療について歯科医師会（NLDA）と議論している。バーチャル診療や緊急を要する際の救急

受け入れも準備している。必要な PPE については，各医療局から配布できるようにする。 

Getting back to normal will be ‘gradual’ and in stages, Haggie says 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-april-17-1.5535782 

Public Advisory - Provincial Government Preparing for Road Construction Season 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/exec/0417n03/ 

 

（２）（１６日）１６日記者会見の要旨。 

5 new COVID-19 cases in N.L., bringing total to 252 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-april-16-1.5534255 

  

（３）（１７日）コロナ危機の最中，年内の道路工事が遅れる予定。クロッカー運輸大臣は，入札の準備は進めるが，そ

れぞれのプロジェクトの実施可否は未定だとした。 

Road construction in N.L. won’t be completed as normal due to COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/road-construction-plans-covid-19-1.5535612 

  

（４）（１７日）ベイ・ロバーツのホテルが，州外からの帰還者に無料で自主隔離のためのスペースを提供 

Shut down by COVID-19, this Bay Roberts Hotel id offering isolation rooms – for free 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/bay-roberts-isolation-rooms-1.5533319 

 

（５）（１６日）鉄鋼業の IOC（三菱商事が株式の約２７％を保有）が，西ラブラドールへ帰還する従業員に対し，１４日の

自主隔離を徹底。４月１６日以降に，西ラブラドールから他地域へ移動し，再度戻ってくる者については，自主隔離期

間は給与の支払いはされない（一部例外あり）。 

IOC says employees who leave Lab West must self-isolate for 2 weeks - unpaid 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/ioc-self-isolation-1.5534700 

  

https://www.tw.gov.nl.ca/
https://blood.ca/en
https://www.811healthline.ca/
https://www.cnib.ca/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-april-17-1.5535782
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/exec/0417n03/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-april-16-1.5534255
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/road-construction-plans-covid-19-1.5535612
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/bay-roberts-isolation-rooms-1.5533319
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/ioc-self-isolation-1.5534700
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（６）（１６日）セント・ジョンズ市は４月２０日からリサイクル回収サービスを再開。１ヶ月前からコロナ危機の影響で歩道

脇にリサイクル品を捨てることは禁止されていた。 

Recycling is back on track 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/curbside-recycling-st-johns-1.5534090 

 

（７）（１５日）コロナ危機の最中，ラブラドール地区の燃料価格が激減。小売業救済のため，PUB（Public Utilities 

Board）はガソリン・ディーゼルの価格を３０％，灯油を２０％価格アップすることで合意。この措置は一度限りで，９月

まで実施される。 

Labrador sees massive spike in gas prices to keep retailers afloat 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/gas-down-two-cents-1.5533358 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/curbside-recycling-st-johns-1.5534090
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/gas-down-two-cents-1.5533358

