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新型コロナウイルスの最新の動き（４月２２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２２日（水）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 20965 (+839) 1134 (+93) 4839 (+1869) 155083 (+3689) 1278 (+54) 

（内 ICU患者：199 (-2)） 

(MTL) 9856 (+508) - - - - 

NB 118 (0) 0 (0) - 11050 (+361) 5 (0) 

（内 ICU患者：1 (0)） 

NS 772 (+35) 12 (+2) - 22993 (+803) 10 (-1) 

（内 ICU患者：3 (0)） 

PEI 26 (0) 0 109 (+73) 2371 (＋18) 0 

NL 256 (0) 3 (0) - 6662 (+231) ** 6 (0) 

（内 ICU患者：2 (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。 

**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 

 

◎（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。 

 

◎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 

 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.pdf
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html
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◎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８日）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 

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/ ） 

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
https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/
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・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】  

（１）（２２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。 

●約９０億加ドルの緊急学生支援策を立ち上げる考え。５〜８月の期間で月１２５０ドルを支給する。また，介護者や

障害を抱えている者に対しては月１７５０ドルを支給する。９月から通学する者又は２０１９年１２月以降ディプロムを取

得した者或いは就業したが月１０００ドル以下の給与しか得られていない者も申請可能。迅速な法案採択を目指す。 

●学生にボランティアをしてほしい。新型コロナウイルス対応に資するボランティアに参加した若者は，その従事時間

に応じて１千〜５千ドルを支給する制度を立ち上げる。７万６千の新たな就業機会を創出し，学生の就業支援を行う。 

●連邦政府は２０２０〜２１年の学生奨学金の額を倍増させる。７５００万ドル以上を支出し先住民の学生支援を行う。 

●（いくつかの州で隔離解除の動きがあることについて，）各州によって感染状況は異なり，隔離措置の解除判断は

各州の判断となる。他方，正確な情報に基づいて行われるべき。 

●（カナダの死者数の半数がケベック州であることについて問われ，）ケベック州は十分な対応を行なっている。同州

から新たに支援要請があれば，連邦政府はいつでも支援の用意がある。 

●（記者の質問に対して，）高齢者向けの支援策も検討中であり，近日中にも発表予定。 

Coronavirus : Justin Trudeau présente sa mise à jour quotidienne 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696170/coronavirus-justin-trudeau-presente-sa-mise-a-jour-quotidienne 

 

【２ ケベック州】  

（１）（２２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。 

●長期介護施設（CHSLD）の人員が現状も１０００名不足。連邦政府にカナダ軍１０００名の派遣を要請した。 

●ケベック州の状況は，CHSLD とモントリオール大都市圏及びラバル市と，それ以外の地域で異なる。それ以外の

地域の状況は極めて安定している。州政府は，来週，９月頃までの企業・学校の再開計画を発表する。最も安定して

いる地域から再開されることになるだろう。（記者の質問に対して，）９月頃には学校・経済活動の完全再開ができるの

ではないか。他方，集会やスポーツイベント等の中止要請は年を跨いで継続される可能性は排除しない。 

●（記者の質問に対して，）マスクの着用は奨励される。着用義務化は，すべきか否か検討中。いずれにせよ，対人距

離の確保や手洗いの頻繁な実施に加えて，適切な着用をしなければ効果は期待できない。 

●（CHSLDのように学校に登校する子供や入場する者に対して検査を行うなどの可能性はあるのか問われ，アルダ

医師より，）あり得る。十分予想される措置である。 

●（記者の質問に対して，マカン保健大臣より，）外科手術や慢性疾患の診断などの医療行為の徐々な再開も行なっ

ていく。他方，CHSLDに専門医が派遣されている関係などから不要不急な医療行為は引き続き延期される可能性は

ある。先ずは準緊急（semi-urgent）対応の再開を行なっていく。 

COVID-19 : Legault dresse l'état des lieux 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696206/conference-presse-quotidienne-coronavirus-quebec 

https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696170/coronavirus-justin-trudeau-presente-sa-mise-a-jour-quotidienne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696206/conference-presse-quotidienne-coronavirus-quebec
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（２）（２２日）ケベック州が中国から輸入した数千本の検査用綿棒の多くが既に細菌に汚染されているため使用不可で

あり，検査の遅れが懸念。他州でも同様のケースを確認。 

Des milliers d’écouvillons importés de Chine par Québec sont inutilisables 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696091/test-depistage-ecouvillons-covid-19-contamines-chine-quebec 

  

（３）（２２日）モントリオール・サクレ・クール病院（Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montreal）で８名の感染者を確認。その

内６名は病院内で感染した模様であり，１名は死亡。 

Des cancéreux infectés par la COVID-19 à l'Hôpital du Sacré-Cœur 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695985/oncologie-infection-cancer-hopital-sacre-coeur-covid 

 

 

（参考：４月２１日１７時１５分現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696091/test-depistage-ecouvillons-covid-19-contamines-chine-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695985/oncologie-infection-cancer-hopital-sacre-coeur-covid


5 

 

 

（参考：４月２１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） （２２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。 

 Dr. Jennifer Russell, Chief Medical Officer of Health  

A) No new cases in NB (4th consecutive day and also 6th day in the last 7 with no cases); total to date 

remains 118 cases, with 14 remain active; no new hospitalisations since April 12. 

B) For Muslims, Ramadan celebrations and communal meals should be done with members of the same 

household only or via the internet. 

 

 NB Premier Blaine Higgs 

C) NB will provide one tablet for each ten residents in nursing homes, so that residents can stay 

connected with their loved ones outside the nursing homes, and also have access to healthcare more 

easily; a total of approximately 480 iPads will be delivered across NB and technical support will be 

provided; a virtual healthcare application will be installed on all iPads enabling physicians to provide 

healthcare remotely; those tablets will also prove useful after the pandemic is over. 

D) Only 29 tickets for violating the State of Emergency Order given out as of April 20; the large majority 

of NBers have been complying the restrictions.  

 

Nursing homes provided with iPads; no new cases today 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0222.html 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0222.html
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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://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） （２２日） Article on what can be expected once NB starts reopening parts of society and input on the topic 

by Dr. Ann Jolly, associate professor at the University of Ottawa and former Public Health Agency of Canada 

official 

Take staggered approach to reopening province, says epidemiologist 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-reopening-provinces-business-ann-jolly-1.5540626 

 

（３）（２２日)）Information on the new NB web portal allowing people who were tested to access their results 

online 

Test de dépistage: plus besoin d’attendre le résultat à côté du téléphone 

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/04/21/test-de-depistage-plus-besoin-dattendre-le-resultat-a-

cote-du-telephone/ 

  

（４） （２１日） Saint John considering sweeping reforms to erase anticipated $10 million deficits in 2021 and 

2022 and put the city on track for property tax reductions 

Saint John proposes major cuts, asks for help from province and neighbours 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/property-tax-reform-municipality-growth-industry-regional-

services-1.5539249 

 

（５）（２１日）Medical society president defends policy that has delayed non-urgent surgery during pandemic 

N.B. COVID-19 roundup: With pandemic restrictions, hospitals at 30% capacity, doctor says 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/nb-covid-round-up-april21-1.5539350 

  

【４ ノバスコシア州】 

（１）（２２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。 

●前日比で感染者は３５人増え７７２人。治癒者は４４人増え３３０人。新たな死亡者 2人もハリファックスの長期介護

施設 Northwood入居者であった。本日報告した州内の感染者数３５人中２３人が同施設にいる。 

●これまで２３，０００件以上検査したが，人口当たりの検査数はカナダ一多い。 

●（ここ数日は感染者よりも治癒者の方が多いことをどう見るか，との質問に対し）市中感染は減っているといえるが，

この傾向はまだ始まったばかりである。州ではまだ免疫ができていない。長期介護施設の状況は脆弱であり，高齢者

や医療従事者といったハイリスク層を守るためにもっと州全体の感染を下げる必要がある。 

●（Northwoodに派遣された看護師等が所属する組合(NSGEU)が安全面で懸念を表明したが，同施設ではどのよう

に職員を守っているのか，との質問に対し）施設，職員組合とは協議を重ね感染防止策はとられているという現場か

らのフィードバックをもらっている。NSGEUの情報は正確ではなく，同組合も協議に参加すべきである。 

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-reopening-provinces-business-ann-jolly-1.5540626
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/04/21/test-de-depistage-plus-besoin-dattendre-le-resultat-a-cote-du-telephone/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/04/21/test-de-depistage-plus-besoin-dattendre-le-resultat-a-cote-du-telephone/
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/property-tax-reform-municipality-growth-industry-regional-services-1.5539249
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/property-tax-reform-municipality-growth-industry-regional-services-1.5539249
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/nb-covid-round-up-april21-1.5539350
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●新型コロナウイルス対策のため１回に処方できる薬の量が減っているが，処方ごとに料金がかかり州民の負担にな

っていることに対応するため，薬の処方料金を一部で免除する。 

  

（州政府発表） 

Nova Scotia Reports Two More Deaths, Thirty-five New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200422002 

（州政府新型コロナウィルス関連サイト。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 

（関連報道） 

N.S. waiving extra prescription fees during COVID-19 for family, seniors pharmacare members 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/2-more-covid-19-deaths-at-northwood-bringing-total-to-12-in-n-

s-1.5541023 

  

（２）（２２日）NS 州が２０日にマスク１７０万枚を含む医療用防具を受領。さらなる在庫確保を目指し国内外の

サプライヤーに追加発注済み。 

Big haul of protective gear arrives in Nova Scotia amid COVID-19 outbreak 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/big-haul-protective-gear-arrives-nova-scotia-1.5540240 

  

【５ プリンスエドワードアイランド州】  

（１） （２２日）現地１３時半，州保健当局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。 

A) There are no new cases in PEI. Now, 24 of the 26 cases are considered recovered. Rate of cases in PEI is 

19 per 100,000 (vs QC 275 per 100,000). Testing is ongoing, with over 2500 done and 109 still pending.  

B) The follow-up being done with persons having returned to PEI and self-isolating has followed 2593 persons 

since end-March (of which 1585 are being followed at this time). 

C) Border screening since end-March checked 1407 vehicles/1758 persons via the Ch’town Airport and 

Confederation Bridge. 

D) Guidelines for long-term care facilities have been published (see link below). 

E) Guidelines for the seafood/lobster fishing industry (vessels, processing, etc.) will be published in the coming 

days, ahead of the new May 15 start date. 

F) The ease-back will maintain ongoing tight measures at the borders and in long-term care, and the restriction 

of mass gatherings. Medical procedures which had been initially postponed are scheduled to resume first 

if safe to do so (Marion Dowling mentioned that those persons will be contacted by Health PEI); outdoor 

activities are also being considered. When asked for an example, Dr. Morrison mentioned recreational 

fishing (angling). 

G) A mental health option is now included in the COVID-19 response line (1-833-533-9333). 

  

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200422002
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/2-more-covid-19-deaths-at-northwood-bringing-total-to-12-in-n-s-1.5541023
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/2-more-covid-19-deaths-at-northwood-bringing-total-to-12-in-n-s-1.5541023
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/big-haul-protective-gear-arrives-nova-scotia-1.5540240
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24 of 26 COVID-19 cases on P.E.I. considered recovered, chief public health officer says 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-news-briefing-april-22-1.5540963 

  

Prince Edward Island Guidelines for the Management and Control of COVID-19 in Long-Term Care 

Facilities 

https://www.princeedwardisland.ca/en/publication/prince-edward-island-guidelines-management-and-control-

covid-19-long-term-care 

 

（２）（２２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 Wednesday, April 22 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-wednesday-april-22-1.5540708 

  

（３）（２１日）Q&A: Dr. Heather Morrison on what easing COVID-19 restrictions could look like on P.E.I. 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-dr-heather-morrison-question-answer-1.5540261 

 

（４）（２１日）AffinityImmuno of Ch’town is creating COVID-19 tests using a synthetic spike protein obtained from 

China, which it injects into chickens to create antibodies to make the tests possible. 

How one P.E.I. company is using chickens to try to detect COVID-19 in humans 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid19-rapid-response-development-1.5539809 

  

（５）（２２日）PEI funeral homes explain their preparedness in the event of COVID-19 deaths in PEI. 

P.E.I. funeral homes worry about 'potential of becoming infected,' prepare for COVID-19 deaths 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid19-funerals-deaths-embalmer-1.5534718 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】  

（１）（２２日）現地１４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。 

●１８日（土）に発表された陽性患者 1名が誤りで，ゼロに修正されたため，患者総数は２５６名となった。 

●アルバータ州のカール・レイク石油採掘所での感染拡大を受けて，３月２９日以降，該当地から NL州に帰郷した者

は，１４日の自主隔離が強制される。近親者も該当者の検査結果が出るまでは自主隔離のこと。 

●５日間連続して，新規感染者をゼロに抑えているが，空港や港など，今後州内への旅行者に対して，更に厳しい措

置が発表される予定である。 

●（規制緩和になった場合，優先される分野についての質問で，）医療や延期されている外科手術は優先されるべき

事項のひとつだが，感染爆発に備えた救急用ベッド数の確保とのバランスによる（最低でも総数の 20％を確保するの

が妥当）。またがん患者について，手術再考の可否は照会した医師と担当の専門医に問い合わせること。 

●連邦政府から学生向けの New Canada Emergency Student Benefitや職業経験を得たい学生に向けた New 

Canada Student Service Grantが発表された。該当する学生については、募集要項を確認してほしい。 

 

5 straight days of no new cases of COVID-19 in N.L. 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-news-briefing-april-22-1.5540963
https://www.princeedwardisland.ca/en/publication/prince-edward-island-guidelines-management-and-control-covid-19-long-term-care
https://www.princeedwardisland.ca/en/publication/prince-edward-island-guidelines-management-and-control-covid-19-long-term-care
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-wednesday-april-22-1.5540708
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-dr-heather-morrison-question-answer-1.5540261
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid19-rapid-response-development-1.5539809
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid19-funerals-deaths-embalmer-1.5534718
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https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-update-april-22-

1.5540869 

 

（２）（２２日）ハッジ医療大臣，近日中に新しいモデリングを発表の予定。規制緩和は最も早くて５月初旬と発言。 

New COVID-19 projections coming soon, but no plans yet on logistics of lifting restrictions 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-update-april-22-

1.5540869 

 

（３）（２１日）当州の各地域で，リサイクル業者や住民の安全確保のため，リサイクル用廃棄物をなるべく家で保管す

ることが推奨される。 

Save it, don’t toss it: Recyclers want you to practice patience during pandemic 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/save-recycling-during-pandemic-1.5539494 

 

（４）（２１日）ボール首相，州の財政危機の中，政府人員削減は行わないと発言。石油の値段は１８年ぶりの安値を記

録する中，連邦政府の支援を求める意向。 

No plans for job cuts, despite ‘tremendous’ impact on cash, Ball says 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/revenues-oil-cuts-1.5539992 

 

（５）（２１日）ベル島で５名の感染者が確認される中，長期介護施設の患者９名が，安全確保のためセント・ジョンズの

病院へ移送される。 

Heartbreak on Bell Island as long-term-care patients transferred to St. John's amid pandemic 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/bell-island-long-term-care-1.5539630 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-update-april-22-1.5540869
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-update-april-22-1.5540869
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-update-april-22-1.5540869
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-update-april-22-1.5540869
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/save-recycling-during-pandemic-1.5539494
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/revenues-oil-cuts-1.5539992
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/bell-island-long-term-care-1.5539630

