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新型コロナウイルスの最新の動き（４月２０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２０日（月）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 19319 (+962) 939 (+62) 2971 (+66) 148482 (+3291) 1169 (+67) 

（内 ICU患者：198 (+15)） 

(MTL) 8964 (+507) - - - - 

NB 118 (0) 0 (0) - 10405 (+211) 5 (0) 

（内 ICU患者：2 (-1)） 

NS 721 (+46) 9 (0) - 21769 (+649) 12 (+1) 

（内 ICU患者：4 (0)） 

PEI 26 (18日比 0) 0  22(18日比-48) 2325 (18日比＋153) 0  

NL 257 (0) 3 (0) - 6249 ** 6 (0) 

（内 ICU患者：2 (-1)） 

（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。 

**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 

 

◎（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２０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。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.pdf 

 

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/0420_Modeling.pdf
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◎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 

 

◎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

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。 

 

◎（３月２６日）自宅待機中の健康上の心がけ ～ 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 

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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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 ） 

 

２ 新型コロナウイルスに係る当館管轄州の報道ぶり 

※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】  

（２０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。 

●コロナウイルスによる危機，そして今般の銃撃事件による危機に直面し，現場のフロントで日夜命をかけ尽力され

ている関係者の方々に改めて心から感謝の意をお伝えたい。 

●（ケベック州での漸進的な住宅建設事業の再開を受け，改めて経済活動の再開について問われ，）漸進的な経済

活動の再開については州政府の管轄事項となる。しかし，従業員やカナダ人の安全が尊重される必要を強調したい。 

●（ノバスコシア州銃撃事件による犠牲者追悼のために隔離措置を緩和するのかと問われ，）カナダ中で人々が喪に

服しているが，コロナウイルスに関する規制を変更することはできない。 

 

【２ ケベック州】  

（１）（２０日）１３時半，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。 

●高齢者施設で緊急事態が続いており，長期介護施設等で現在約２０００人の人員が不足している。 

●このため，専門医や一般医を解放し，彼らが長期介護施設に終日従事できるよう，今後２週間，不急の手術の実施

を延期するよう要請する。また，地方の全ての医師や看護師に対しても，モントリオール地域の長期介護施設で支援

いただくよう要請する。現在６５名のカナダ軍が援護に来ており，さらに今後追加で６５名の救援がある予定。 

●短期的に医療用防護具の欠乏はない。現地生産も行われている。他方，麻酔薬については世界的に不足し，当地

でも不足している。 

●当初の感染シナリオでは，長期介護施設でここまで感染が拡大することは予測していなかった。このため，病院で６

千用意したベッドは今でも空いたままの状態となっている。 

●（学校の再開時期について問われ，）学校を再開するに当たっては，その旨の発表はそれを実施する最低２週間前

までに行うこととしているが，本日その発表は行わないし，また，いつ再開するかについても言えない。現在議論を行

っている。その考え方は漸進的に進めるべきということ。まずは企業活動の再開から始める。一斉に進めると保健面

でのリスクが出ることが懸念される。 

●（さらに記者より，The parents committee of English Montreal School Boardが早くても９月までは学校再開を行

うべきではないと意見していることについて水を向けられ，）今後２週間で学校を再開することは考えていない。しかし

その後については，いかなるシナリオも排除しない。我々は公衆衛生部門と議論している。 

 

（２）（２０日）ケベック州政府は，同州が持つ７万人の公務員の一部をモントリオール圏の保健施設に早急に派遣する

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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意向。 

緊急事態宣言により付与された権限に基づき公務員の中から希望者を募る考えとしている。第一段階として特に管

理・事務職員，清掃・衛生職員，保守関係職員を必要としている。 

Québec dépêche des fonctionnaires «de manière urgente»  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/20/01-5270115-quebec-depeche-des-fonctionnaires-de-maniere-

urgente.php 

 

（３）（２０日）２０日からケベック大学病院の人員が Laval 市の長期介護施設の応援に向かう。 

Une délégation du CHU de Québec en renfort dans un CHSLD de Laval  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695465/delegation-aide-chu-quebec-chsld-montreal-laval-covid 

 

（４）モントリオール市警は，先週，公衆衛生規則に従わない人を対象に４４０件の違反調書を発出。 

Le SPVM a distribué plus de 440 avis d’infraction depuis la semaine dernière  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/20/01-5270084-le-spvm-a-distribue-plus-de-440-avis-dinfraction-

depuis-la-semaine-derniere.php 

 

（参考：４月１８日１７時のモントリオール島地区別感染者数） 

※２０日は市当局による本件データの更新はありませんでした。 

 

 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/20/01-5270115-quebec-depeche-des-fonctionnaires-de-maniere-urgente.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/20/01-5270115-quebec-depeche-des-fonctionnaires-de-maniere-urgente.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695465/delegation-aide-chu-quebec-chsld-montreal-laval-covid
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/20/01-5270084-le-spvm-a-distribue-plus-de-440-avis-dinfraction-depuis-la-semaine-derniere.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/20/01-5270084-le-spvm-a-distribue-plus-de-440-avis-dinfraction-depuis-la-semaine-derniere.php


5 

 

 

（参考：４月１９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】 

（１） （２０日）現地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。 

 No new cases in NB; the 6th day out of the last 10 days that there has been no new cases; in the past 

week, there has been only 4 new cases; out of the 118 confirmed cases so far, 98 are now recovered; 

20 cases are still active. 

 Everyone’s compliance with the regulations in place has been crucial so far in containing the spread 

of the virus in NB; it is still as important that all remain vigilant. 

 Reminder: if one has been outside the province, they will need to self-isolate for 14 days to prevent 

virus spread (ref. to Kearl Lake outbreak, Alberta). 

 Testing of people with no symptoms could take place soon but it would be of targeted group, like at-

risk groups. 

 

No new cases of COVID-19; 98 people have recovered 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0218.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 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0218.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
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（２）（２０日） Best-case projected scenario trajectory projects that New Brunswick would see a total of 132 cases 

of COVID-19 by April 23, with a mortality rate between 4 and 12. 

Author of N.B. COVID-19 projection says reasons to be optimistic, but we're not out of the woods yet 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-covid-19-projections-nb-1.5537865 

  

【４ ノバスコシア州】 

（１）（２０日）現地１５時半，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。 

●州民を代表して銃乱射事件の犠牲者とその家族に哀悼の意を表する。危険を冒して第一線で働く警察や医療従事

者のことを忘れないようにしよう。 

●このような時にこのようなことを言うのは辛いが，感染拡大を防ぐには引き続き対人距離確保と集会禁止の措置は

守る必要があるため，哀悼の意を表するのは安全なやり方，バーチャルでやらなければならない。同事件について現

地取材を希望する州外の報道関係者の出入りも許可しなかった。 

●州全体では長期介護施設の感染者数は９施設の入居者１２７人と職員６１人（うち Northwoodの感染者数は入居

者１１１人と職員４０人。本日新たに州内で確認された４６人の感染者のうち３６人は Northwoodの入居者と職員）。 

●（長期介護施設における感染者が増えている状況について問われ，）現時点ではケベック州のようにカナダ軍の出

動を要請する必要はない。 

 

（州政府発表） 

Forty-six New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200420002 

（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/ 

（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） 

After shooting rampage, Nova Scotia's top doc says to 'mourn safely' amid COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-april-20-1.5538372 

 

（２）（１９日）同日州政府発表の詳細。感染が拡大する長期介護施設 Northwoodの支援策。 

More Support for Northwood 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200419003 

  

（３）（２０日）１９日に容疑者が死亡した銃乱射事件により現時点で少なくとも１８人の死亡が確認されている。新型コ

ロナによる集会禁止措置のため，死亡した警察官に哀悼の意を表したい人向けに州警察はオンライン記帳を実施。 

Teacher, nurse and RCMP officer among victims of N.S. shooting spree 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/mass-killing-shooting-victims-remembered-1.5538032 

Nova Scotia mass killings: What we know and what we don't know 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/mass-killings-what-we-know-what-we-don-t-1.5537918 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-covid-19-projections-nb-1.5537865#_blank
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200420002
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-april-20-1.5538372
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200419003#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/mass-killing-shooting-victims-remembered-1.5538032#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/mass-killings-what-we-know-what-we-don-t-1.5537918#_blank
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Nova Scotia mass shooting: What we know so far about the victims, suspect and timeline of events 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-nova-scotia-mass-shooting-victims-suspect-explainer/ 

Nova Scotia mass shooter was a denturist with an obsession for policing 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-nova-scotia-mass-shooter-was-a-denturist-with-an-

obsession-for/ 

  

【５ プリンスエドワードアイランド州】  

（１） （２０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。 

●PEI 州は，新規患者はゼロ，２６０名の感染，２３名の治癒を数える。土曜日から今日まで，１５３のテスト陰性が判

明している。 

●テストの許容量拡充に尽力したジャーマン医師とチームに感謝したい。これによって，より多くのテストと迅速な結果

を，現地で実施できるようになった。感染経路の早期発見に寄与する。 

●（テスト範囲について）現状，旅行歴に関係なく検査でき接触者に関しては４８時間前まで遡ることができる。また自

主隔離中の外国人労働者でも症状のある者は検査できるようになった。さらにどのような人口を検査対象にするのか、

議論を進めている。 

●規制緩和について，障害となるパラメーターは以下のようなことである。＊通常の手術を再開してウイルスに対して

安全性を確保できるのか ＊感染爆発の際，ICU のベッド数を確保できるのか ＊事業再開に際し対人距離確保が

確認できるのか等。緩和する場合，２週間ごと段階的とする。 

●（ダウリング看護長）救急精神科外来のサービスを，週７日シャーロットタウンで利用可能。数日中にサマーサイドで

も開業の予定。 

●メンタルヘルスや依存性患者は，ウォークイン・クリニックの代わりに電話サービスを利用してほしい。予約やリファ

ーラルは不要。政府の公式サイトも参考にすること。 

 （Mental Health Supports https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/mental-health-supports） 

 

When it's time, COVID-19 restrictions will be lifted in intervals, Morrison says 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-morrison-dowling-1.5538358 

 

（２）（１９日）州政府とジャガイモ農家・乳業委員会が食糧サポートとして，４，５００の食品キットを地方に届けた。  

4,500 more bags of potatoes, dairy products handed out on P.E.I. 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-potatoes-cheese-milk-giveaway-1.5537665 

 

（４）（２０日）北米でのレストラン業不振のため，プリンスドワード・アイランド州最大の輸出品であるジャガイモ加工品

の需要に陰りが見えている。最大の買い手である Cavendish Farmsは，20％減の需要を農家に伝えている。 

Under shadow of COVID-19, Island potato growers face uncertain season 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-potato-growers-1.5536703 

 

（５）（１９日）いくつかの長期介護施設はスタッフが複数のケア施設に従事することを禁止。 

Some PEI long-term care facilities restrict employees to working in one home 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-nova-scotia-mass-shooting-victims-suspect-explainer/#_blank
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-nova-scotia-mass-shooter-was-a-denturist-with-an-obsession-for/#_blank
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-nova-scotia-mass-shooter-was-a-denturist-with-an-obsession-for/#_blank
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/mental-health-supports
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-morrison-dowling-1.5538358
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-potatoes-cheese-milk-giveaway-1.5537665
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-potato-growers-1.5536703
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https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-long-term-care-homes-staff-restrictions-1.5537873 

  

（６）（２０日）２０日ヘッドラインのまとめ。 

COVID-19 on P.E.I.: What’s happening Monday, April 20 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-monday-april-20-1.5538030 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】  

（１）（２０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。 

●感染者：東部医療地区:２３９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 

●ここ数日，新規感染者が連続して低い数字であることは，これまでの施策の効果があったと肯定できる。また

Googleのトラッキング・データは当州で人の移動がかなり減ったことを示している。まだ規制緩和の時期ではない。 

●テスト範囲の拡大に際し，今週末検査数が増えている。感染経路の早期発見などにも役立つので，該当する者は

検査の要否を問い合わせてほしい。 

●（ハッジ大臣）長期介護施設のケアワーカーを一箇所に限定したことで，人員不足の声が上がっている。また訪問

介護に関しては，どれだけの患者が複数のヘルパーから介護を受けているのか追跡するのが難しい。これらの問題

は，引き続き各医療局やケース・マネージャーと議論していく。 

●（規制緩和の基準についての質問で）そのためには感染者のカーブが十分な期間，減速傾向にあること。しかし，

発症まで最大で１４日間のずれがあるので慎重に見極めなければならない。また，経済の再開は州レベルで行う。 

●（教育関連の質問について，ボール首相）オンラインへのアクセスなどが難しい場合は，紙媒体の教材で代替して

いく予定である。４月２２日が移行への目標日である。 

Pandemic Update 

https://covid-19-newfoundland-and-labrador-gnl.hub.arcgis.com 

N.L. may be planking the curve, but not the time to relax orders, premier says 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid-monday-april-20-

briefing-1.5538144 

 

（２）（１９日）Voisey’s Bayの鉱山で大幅な運営規模の縮小が７月まで継続される。現在は，２００名の必要不可欠な

人員のみで運営。待機職員には緊急賃金補助法（CEWS）により一部支払いを継続している。 

Vale extends care and maintenance period at Voisey’s Bay to July 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/voisey-s-bay-still-in-care-and-maintenance-mode-

1.5536360 

   

（３）（１９日）漁業従事者組合（FFAW）は，１９日の会合で，５月１１日まで春漁業再開の延期を提言。決定は水産海

洋省の権限に委ねられる。漁業収穫安全協会（NL―FHSA）は１２の安全ガイドラインを発表した。 

FFAW calling for further delay for crab fishery, as COVID-19 protocols released 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/fishing-safety-protocols-released-covid19-1.5537772 

  

 （４）（２０日）中部ニューファンドランドの廃棄物リサイクル工場で対人距離確保を不安に思った従業員が仕事を放

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-long-term-care-homes-staff-restrictions-1.5537873
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-monday-april-20-1.5538030
https://covid-19-newfoundland-and-labrador-gnl.hub.arcgis.com/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid-monday-april-20-briefing-1.5538144
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid-monday-april-20-briefing-1.5538144
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/voisey-s-bay-still-in-care-and-maintenance-mode-1.5536360
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/voisey-s-bay-still-in-care-and-maintenance-mode-1.5536360
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/fishing-safety-protocols-released-covid19-1.5537772
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棄。中部ニューファンドランド廃棄物管理会（CNWM）は２〜３週間中に改善案を提示する。 

COVID concerns lead to blue bags being dumped at landfill in central Newfoundland 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/recycling-central-covid-19-1.5538077 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/recycling-central-covid-19-1.5538077

