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新型コロナウイルスの最新の動き（４月２３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２３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） 入院者数 

QC 21838 (+873) 1243 (+109) 5158 (+319) 158995 (+3912) 1411 (+133) 

（内 ICU患者：207 (+8)） 

(MTL) 10375 (+519) - - - - 

NB 118 (0) 0 (0) - 11397 (+347) 5 (0) 

（内 ICU患者：1 (0)） 

NS 827 (+55) 16 (+4) - 23731 (+738) 10 (0) 

（内 ICU患者：4 (+1)） 

PEI 26 (0) 0 27 (-82) 2490 (＋119) 0 

NL 256 (0) 3 (0) - 6902 (+240) ** 5 (-1) 

（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２３日）各州政府および当地報道発表による感染データの数値をもとに，状況の推移を把握するためのグラフ

を作成しましたので，ご参考ください。 

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

 

◎（４月２３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 

モントリオールでは相変わらず大規模なコロナウイルス感染が続いていますが，皆様如何お過ごしでしょうか。 

最近，ケベック州，大西洋州においてウィルスの感染状況に２分化が見られます。プリンスエドワードアイランドやニュ

ーブランズウィック，ニューファンドランド・ラブラドールでは感染拡大が見られず，状況が安定化しつつあるように見え

ます。その一方，ケベックやノバスコシアでは依然として多数の感染が発生しています。 

ケベックについては，２週間前に州政府が感染拡大の見通しを発表し，それによればケベックにおける感染は先週末

頃にピークになると予想されていましたが，残念ながら，本２３日でも依然として多数の感染者が確認されており，特

にモントリオールでは感染者が１万人を超える等，感染のピークに達しているとは思えません。モントリオールでは徹

底的な自主隔離策のために総領事館のある Place Ville Marie周辺ではあまり人もおらず，この周辺で大規模感染

が続いているとの実感は無いのですが，客観的には引き続き緊張した状況が続いています。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/graph.pdf
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総領事館としては，３月１０日以降，各州における政府発表や報道等を取りまとめて日報を送付させて頂いております

が，このようにいくつかの州で状況が安定化しつつあることを踏まえ，作業を縮小することとしました。具体的には，来

週以降，大規模感染が続いているケベックとノバスコシアに作業を集中し，それ以外の州につきましては，日報として

は作業をせず，何か大きな動きがあった時に随時情報を提供させて頂くこととします。なお，領事窓口サービスにつき

ましては，受付時間を短くしていますが，従来通り継続していきます。 

モントリオールを中心に引き続き感染が続くことが懸念されますが，ケベックの医療体制は十分対応できています。不

自由な日々が続きますが，感染を避けるために，皆様におかれましても，十分な予防策をこれまで同様継続して頂く

ようお願いします。 

 

◎（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 

 

◎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 

 

◎（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。 

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

 

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）（２３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。 

●新型コロナウイルスに対するワクチン開発等のため，カナダ政府は新たに１１億加ドルを充てる。その内訳はワクチ

ン研究等に１億１５００万ドル，臨床試験に６億６２００万ドル，症状変化のモデリング・テストに３億５０００万ドル。現在

カナダでは毎日２万のテストを行っているが，更に増やす必要がある。 

●ケベック州等の長期介護施設へのカナダ軍の派遣を認めたが，これは長期的な問題解決に資するものではない。

危機後に介護施設において問題が発生した理由を究明しなければならない。 

●（アジア系住人に対する不寛容な姿勢・事案が見られることについて問われ，）カナダで人種差別は認めない。 

 

【２ ケベック州】  

（１）（２３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。 

●本日の新規死亡者１０９名のうち，９３名は長期介護施設の高齢者。ケベック州は２極化している。すなわち高齢者

施設と，それ以外の制御ができている社会。 

●自然免疫は簡単ではないが，自分（州首相）は試したいと思う。新型コロナウイルスの感染力は高いので現在は指

数関数的に感染が進むが，仮に５０％の人が免疫を持てば，一対一にしか感染は進まないので制御できる。 

●仮に今の自己隔離状態を続ければ，ワクチン開発まで同じ状況を続けなければならないが，恐らく２年かかるだろ

う。２年間も家にいて欲しいとは言えない。 

●基本は，リスクが低い人を対象にして極めて漸進的に進めること。秋に一斉に外出を始めたら状況は悪化するの

で，今秋に向け徐々に隔離の解除を進めていく。来週学校や企業の再開に向けた計画を示す考えである。 

●（アルーダ局長）２メートルの対人距離ができない状況においては，マスクを着用する勧告を近く出す予定。しかし，

法的拘束力のない形となろう。 

 

（２）（２２日）モントリオール大都市圏の新型コロナウイルスによる致死率は，トロントと比べ４倍。これは２２日，モント

リオール大都市圏から発表されたデータに基づくもの。トロントでは１００万人当たり６４人に対し，モントリオール大都

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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市圏では２８２人となる。保健当局関係者はこの理由は未だよく分からないとしている。 

Taux de mortalité de la COVID-19: Quatre fois plus élevé à Montréal qu’à Toronto 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/22/taux-de-mortalite-de-la-covid-19--quatre-fois-plus-eleve-a-

montreal-qua-toronto 

 

（３）（２３日）ケベック州教育当局は，通常の全日制ではなく，時間制を導入した形での学校再開を検討。校内での対

人距離等を確保するため，同時に校内に入る学生・生徒の数を半分程度に抑えることを検討。ワクチンが開発され新

型コロナウイルスを制御できるまで，１年から２年間このようなやり方にならざるを得ないとの見方もある。 

Québec envisage une réouverture à temps partiel des écoles  

https://www.ledevoir.com/societe/education/577534/l-ecole-reinventee-par-necessite 

  

 

 

（参考：４月２２日１７時１５分現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/22/taux-de-mortalite-de-la-covid-19--quatre-fois-plus-eleve-a-montreal-qua-toronto
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/22/taux-de-mortalite-de-la-covid-19--quatre-fois-plus-eleve-a-montreal-qua-toronto
https://www.ledevoir.com/societe/education/577534/l-ecole-reinventee-par-necessite
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（参考：４月２２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） （２３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。 

NB Premier Blaine Higgs 

 30-day prescription drug refill limit decision will be overturned effective tomorrow (editors’ note: Friday, 

April 24) to decrease the fees paid by citizens (co-pay and dispensing fees) and the number of 

necessary visits to the pharmacy + establishment of an NB working group to keep a close eye on the 

province’s drug supply to make sure there are no shortages; should there be shortages, refill 

restrictions may be reapplied to the relevant drugs. 

 Recovery plan to be presented in the coming days 

1. As announced before, the recovery will happen gradually, in phases. Moving into recovery does not 

mean the virus has disappeared, NB will move into its new normal.  

2. Should a spike in case numbers be witnessed at some point in the future, restrictions may be 

reapplied. Risks must be minimized; a second wave must be avoided if possible.  

3. Companies may have to reinvent the way they operate, and this could be through allowing their 

employees to continue working from home, establishing new systems and services, etc. Social 

distancing and protective equipment will have to be factored into business operations going forward.  

4. As for citizens, they will have to continue to follow Public Health recommendations to prevent the 

spread of the virus and help avoid a second wave. 

5. The criteria for a return to work (until a vaccine has been developed) must be that one is able to follow 

the rules and regulations as outlined by Public Health. 
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Removal of the 30-day limit on prescription drugs; no new cases today 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0224.html 

（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/coronavirus.html 

（州政府記者会見ビデオ一覧） 

 https://www.youtube.com/user/gnbca/videos 

 

（２） （２２日）Provincial political organization Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) to receive 

funds from Canadian Heritage to fight COVID-19-related misinformation and fake news in NB, with new 

website to open by May 1 

La SANB mandatée par le fédéral pour combattre les fausses nouvelles 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696436/covid-19-sanb-site-web-desinformation-fausses-nouvelles 

 

【４ ノバスコシア州】 

（１）（２３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。 

Chief Medical Officer of Health Dr. Robert Strang 

 4 additional deaths in NS due to COVID-19 (3 residents in Northwood long-term care home in Halifax 

Regional Municipality, 1 resident in Harbourstone Enhanced Care in Sydney); total of 16 deaths so far 

in NS. 5 new cases today for a total of 827 to date; 10 people in hospital, 4 in ICU; 358 people are 

considered recovered 

 10 licensed long-term care homes and unlicensed seniors facilities that have cases of COVID-19, with 

a total of 158 residents and 79 staff members infected. 

 23,731 negative tests so far; NS is the province that tests the most per capita (yesterday 921 tests 

were processed). 

 Once the situation has stabilized in the future, a loosening of the restrictions may come, but it will be 

gradual. 

 A plan on how to proceed in the coming weeks and months is being studied and will be shared once 

all parties (government and public health) agree on all points; the plan will have as a main goal to 

continue to protect the most vulnerable citizens and the NS healthcare system. 

 

NS Premier Stephen McNeil 

 Many people need support and comfort in these trying days: reach out to loved ones via the phone or 

the internet. But for those who need additional support to cope: resources are available 1. Kids Help 

Phone (not only for kids, also for adults, by text messages and phone at 1-800-668-6868) and 2. 

Mental Help Provincial Crisis Line (1-888-429-8167) 

Nova Scotia Reports Four More Deaths, Fifty-five New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200423001 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0224.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://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696436/covid-19-sanb-site-web-desinformation-fausses-nouvelles#_blank
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200423001#_blank
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La Nouvelle-Écosse annonce quatre autres décès et 55 nouveaux cas de COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200423002 

（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） （２２日）To minimize the spread of COVID-19, NS Justice Dept. limited the number of people coming in 

and out of the four provincial jails, and reduced those awaiting trial on remand. As of Wednesday, as many as 

180 people have been released from custody through bail agreements or temporary absences. 

Nova Scotia jail population almost cut in half under COVID-19 measures 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/jail-population-cut-in-half-new-covid-19-measures-1.5541732 

 

【５ プリンスエドワードアイランド州】  

（１） （２３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) No new cases (over a week since last confirmed case) today, still at 26 (24 recovered). 119 new negative 

tests returned. Increased testing (up to 2000 tests per week) and maintaining strong screening procedures 

will be the key of the ease-back. 

B) Current testing list: anyone who has any symptom regardless of travel history, any admitted patients 

including any in ICU who are experiencing respiratory difficulty, Islanders (including healthcare providers) 

who have traveled outside of province, residents being admitted into long-term care, temporary foreign 

workers, and contacts of cases. Detailed testing criteria overview will be published online within the day. 

C) Reopening PEI in early-May will be cautious, gradual, and done carefully. 

D) Risk assessment regarding healthcare services to be reintroduced will be done by Health PEI with CPHO. 

E) Cough & Fever and Drive-thru Clinics continue at Ch’town and S’side by appointment via 811, physician, 

or nurse practitioner.Hospitals remain safe and accessible, and emergency care is still available via 911 or 

going to the ER. 

 

（２）（２３日）現地１６時，州政府閣僚が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

A) Minister Thompson announced up to $8.8 million in support for farmers through the BRM programs 

(AgriStability, and AgriInsurance) for the next two years. 

B) Minister Thompson also encouraged farmers, farm families and farm workers who need them to access 

the mental health supports available through www.FarmersTalk.ca 

C) Minister Fox thanked DFO, PEI Fishermen’s Association, and CPHO for their partnership to open the spring 

lobster fishery on May 15. He saluted the industry’s leadership in taking new health and safety precautions 

with the province and CPHO to protect themselves, their coworkers and the community, adding that 

Islanders look forward to their first feed of lobster as PEI eases back into a new normal. 

  

Province supporting, working with primary industries 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-supporting-working-primary-industries 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200423002#_blank
https://novascotia.ca/coronavirus/#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/jail-population-cut-in-half-new-covid-19-measures-1.5541732#_blank
http://www.farmerstalk.ca/
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-supporting-working-primary-industries
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(Guidelines) Protecting PEI Seafood Industry Workers During the COVID-19 Pandemic 

https://www.princeedwardisland.ca/en/publication/protecting-pei-seafood-industry-workers-during-covid-19-

pandemic 

 

（３）（２３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 Thursday, April 23 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-thursday-april-23-1.5542114 

 

（３）（２３日）A person arriving at Ch’town airport may now be denied entry into PEI if non-essential. If denied, 

such persons need to immediately rebook the soonest available return flight. If the flight is not until the next day, 

they will need to find a suitable place to self-isolate, such as a hotel, until their flight leaves, and may be 

responsible for any incurred costs. 

Almost 1,800 people screened at Confederation Bridge, airport 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-border-screening-1.5542127 

 

（４）（２３日）Health PEI Chief Marion Dowling reported that the public and private facilities are both well-stocked 

and said the province has a stockpile of PPE that private facilities can access. 

P.E.I. health officials say long-term care facilities well-stocked with personal protective equipment 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-longtermcare-ppe-supply-1.5541411 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】  

（１）（２３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。 

●６日連続で新規患者はゼロ。ここまでコントロールは非常に上手くいき，感染のスローダウンに成功した。 

●規制緩和の段階に移行していくにあたり，州境のコントロールを更に強化。陸・海・空，全てのチェックポイントで，４

月２４日から健康状態申告書の提出が義務付けられ，４月２７日から１４日間の自主隔離計画の提出も義務付ける。 

＜発言引用＞ 

Fitzgerald issued two new public health orders: effective Monday at noon, all travellers arriving in the province 

will be required to submit a 14-day self-isolation plan upon entering, and effective Friday at noon all travellers 

must fill out a health declaration form when arriving at any point of entry. 

●長期化する自粛生活で精神的なサポートが必要な場合は，1-855-753-2560（週７日）やWellness741741のサー

ビスを利用してほしい（https://www.gov.nl.ca/covid-19/mental-health-and-wellness/）。 

●（どうして１ヶ月前にこのようなチェックポイントの強化をしなかったのか，という質問に対し） 

逆行しているように見えるかもしれないが，規制強化はあくまで規制緩和に向けて社会が動き出す為の準備である。

例えば，延期された外科手術を行う段階に入るにあたり，これ以上州内にウィルスを持ち込まず，感染爆発を防ぐこと

が必要である。 

 

6th Consecutive day of no new COVID-19 cases in N.L. 

https://www.princeedwardisland.ca/en/publication/protecting-pei-seafood-industry-workers-during-covid-19-pandemic
https://www.princeedwardisland.ca/en/publication/protecting-pei-seafood-industry-workers-during-covid-19-pandemic
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-thursday-april-23-1.5542114
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-border-screening-1.5542127
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-longtermcare-ppe-supply-1.5541411
https://www.gov.nl.ca/covid-19/mental-health-and-wellness/
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https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-update-april-23-

1.5542270 

 

（２）（２２日）政府は，NL全州で，森林や森林から３００メートル以内で火を使うことを禁止する発表をした。キャンプや

花火も禁止の対象となる。コロナ感染のリスクを減らす施策で，罰金は 1000加ドル以上。 

No campfires no personal fireworks: N.L. puts bans in place until Sept. 30 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/fire-ban-newfoundland-labrador-1.5541671 

  

Public Advisory: New Restrictions for Open Fires 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/flr/0422n02/ 

  

（３）（２３日）２３日付で，ワブッシュとラブラドール市は不要不急であることを明示したレターを検問で要求することを決

定。それ以外の旅行者は町に入ることは許可されない。 

Barricades going up in Labrador West to stop non-essential travel into area 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/barricades-labrador-west-covid-19-1.5542124 

  

（４）（２３日）５日間連続でゼロ感染者を記録したが，政府は今後の規制緩和への期待に更なる警鐘を鳴らす。 

Zero cases for 5 days is good, but a COVID-19 normal is a long way away: government 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-update-april-23-

1.5542270 

 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-update-april-23-1.5542270
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-update-april-23-1.5542270
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/fire-ban-newfoundland-labrador-1.5541671
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/flr/0422n02/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/barricades-labrador-west-covid-19-1.5542124
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-update-april-23-1.5542270
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-update-april-23-1.5542270

